
募集を終了した奨学金（参考アーカイブ） 

2013年 

1)留学センターを通して応募する奨学金 

※こちらで案内する奨学金は大学推薦です。学内選考締切日までに、留学センター

宛てに書類提出を行ってください。 

ルノー財団奨学金 

ルノー財団ホームページ 

【募集プログラム】 

・Mobility and Electrical Vehicles Master 

・Master Transport and Sustainable Development 

・Electric Vehicle Management Master 

・Road Safety Management Master 

・MBA in International Management 

【募集締切】 

希望者は 2013 年 12 月 12 日(木)までに、留学センター派遣留学奨学金担当 ※募

集は締め切りました。 

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 2014 年 1 月 19 日） 

佐藤陽国際奨学財団奨学金 

佐藤陽国際奨学財団ホームページ 

1. 募集要項  

2. 申請書他  

※短期派遣留学（満６か月以上１２か月以内）、ダブル・ディグリー・プログラム派遣留

学（２４か月以内）の募集です。 

応募資格をご確認ください。 

http://www.fondation.renault.com/en
mailto:out-scholarship@list.waseda.jp
http://sisf.or.jp/index.php
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2013/Satoyou/Boshu.pdf
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2013/Satoyou/Application_form.pdf


学内募集締切日：2014 年 1 月 16 日（木）17 時留学センター必着  

 ※募集は締め切りました。  

公益信託ヤマハ発動機国際友好基金 ２０１４年度海外派遣日本人留学生 

1. 募集要項  

2. 願書 1  

3. 願書 2（研究テーマ）  

4. 願書 3（推薦書）  

※各大学からの推薦者は 2名まで 

学内募集締切日：2013 年 12 月 12 日（木）17 時留学センター必着 ※募集は締め

切りました。 

平成 26年度海外留学支援制度（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。本制度では、ダブルディグリ

ー・プログラム等の複数学位制度による留学を推奨しています。 

1. 海外留学支援制度（長期派遣）の創設について  

2. Q&A（大学とりまとめ応募）  

3. 応募者作成書類（大学とりまとめ応募）  

学内書類提出受付開始日：2013 年 10 月 10 日(木) 

学内書類提出締切日:2013 年 11 月 7 日（木）17:00 留学センター必着 ※募集は締

め切りました。 

（なお、締め切り後は、JASSO への申請取り纏めおよび学内処理のため、一切追加

受付できませんので、ご注意ください。） 

 

http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2013/Scholarship/Yamaha/yamaha_boshu.pdf
http://www.waseda.jp/cie/exel/2013/Scholarship/Yamaha/Application1.xls
http://www.waseda.jp/cie/doc/studyabroad/2013/Scholarship/Yamaha/Application2.doc
http://www.waseda.jp/cie/doc/studyabroad/2013/Scholarship/Yamaha/Application3.doc
http://www.jasso.go.jp/scholarship/documents/h26chouki_h_henkouten.pdf
http://www.jasso.go.jp/scholarship/documents/h26chouki_h_q_a.pdf
http://www.waseda.jp/cie/exel/2013/Scholarship/JASSO/h26chouki_h_youshiki2.xls


提出書類は、早稲田キャンパス２２号館４階留学センター(平日 9:00～17:00)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 

早稲田大学留学センター海外留学支援制度（長期派遣）担当宛  

[長期派遣 data 応募者用送付先・問い合わせ先] 

out-scholarship@list.waseda.jp 

公益財団法人堀田育英財団平成 26年度奨学生 

応募資格：今春、大学もしくは専修学校を卒業し、服飾・美術・建築等の芸術文化を

欧州の大学もしくはこれらと同程度の学校に留学予定の財団の趣旨に見合った日本

人学生 

給与金額：年額 80万円 

＊詳細については 22号館 4階留学センター窓口まで 

【提出書類】 

1. 奨学生願書  

2. 出身大学の推薦調書（様式適宜） 

3. 出身大学の成績証明書 

【提出先】 

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 1-7-14-404 

早稲田大学留学センター 

派遣留学奨学金担当 

Tel：03-3203-6427 

E-mail：out-scholarship@list.waseda.jp  

募集締切日：2013年 11月 15日（金）17:00必着 ※募集は締め切りました。 

公益財団法人吉田育英会「日本人派遣留学プログラム」奨学生 

mailto:out-scholarship@list.waseda.jp
http://www.waseda.jp/cie/exel/2013/Scholarship/horita_ikuei/Application_form.xls
mailto:out-scholarship@list.waseda.jp


募集要項、様式等は下記 HP から各自ダウンロードして提出してください。 

公益財団法人吉田育英会ホームページ 

http://www.ysf.or.jp/index.php 

様式ダウンロードはこちらから 

http://www.ysf.or.jp/download/index.php 

募集締切日：2013 年 8 月 30 日（金）17 時留学センター必着 ※募集は締め切りま

した。 

ドイツ学術交流会（DAAD）奨学生 

1. 2014年度ドイツ学術交流会（DAAD）奨学生募集要項 PDF版  

2. 2014年度ドイツ学術交流会（DAAD）奨学生募集要項ドイツ学術交流会（DAAD）

奨学生募集要項 HTML版 

学内募集締切日：2013 年 8 月 30 日（金）留学センター必着 ※募集は締め切りまし

た。 

2014年度産業リーダー人材育成奨学金奨学生 

1. 募集要項  

2. 願書（日本語）  

3. 願書（英語）  

【参考】https://www.keidanren.or.jp/japanese/profile/ishizaka/sangyo.html  

【提出先】 

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 1-7-14-404 

早稲田大学留学センター 

派遣留学奨学金担当 

Tel：03-3203-6427 

E-mail：out-scholarship@list.waseda.jp  

募集締切日：2013年 7月 31日（水） ※募集は締め切りました。 

http://www.ysf.or.jp/index.php
http://www.ysf.or.jp/download/index.php
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign29_pdf.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign29.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign29.html
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2013/Scholarship/sangyou_leader_jinzai_ikusei/boshu.pdf
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2013/Scholarship/sangyou_leader_jinzai_ikusei/application_form_jp.pdf
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2013/Scholarship/sangyou_leader_jinzai_ikusei/application_form_en.pdf
https://www.keidanren.or.jp/japanese/profile/ishizaka/sangyo.html
mailto:out-scholarship@list.waseda.jp


2014年度派遣日本人大学院生奨学生 

1. 募集要項  

2. 願書（日本語）  

3. 願書（英語）  

【参考】https://www.keidanren.or.jp/japanese/profile/ishizaka/ishizaka.html  

【提出先】 

〒169-0051 東京都新宿区西早稲田 1-7-14-404 

早稲田大学留学センター 

派遣留学奨学金担当 

Tel：03-3203-6427 

E-mail：out-scholarship@list.waseda.jp  

募集締切日：2013年 7月 31日（水） ※募集は締め切りました。 

荒井孝晋海外留学奨学基金 

2013 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  

募集締切日：2013年 6月 20日（木）17 時 留学センター必着 ※募集は締め切りまし

た。 

2013年度 KDDI財団「日本人留学生助成・援助プログラム」募集 

1. 2013年度日本人留学生助成援助募集要項  

2. 2013年度日本人留学生助成援助申請書  

【参考】http://www.kddi-foundation.or.jp/  

http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2013/Scholarship/nihonjin_daigakuin/2014nihonjin_daigakuin_boshu.pdf
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2013/Scholarship/nihonjin_daigakuin/application_form_jp.pdf
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2013/Scholarship/nihonjin_daigakuin/application_form_en.pdf
https://www.keidanren.or.jp/japanese/profile/ishizaka/ishizaka.html
mailto:out-scholarship@list.waseda.jp
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2013/Scholarship/2013_arai.pdf
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2013/Scholarship/2013_KDDI.pdf
http://www.waseda.jp/cie/exel/2013/Scholarship/2013_KDDI_application_form.xls
http://www.kddi-foundation.or.jp/


※提出書類のうち、推薦状（学科長もしくは学部長）につきましては、大学で作成しま

すので、提出は不要です。ただし、指導教授の推薦書（申込書別紙）は必要ですので、

各自ご提出ください。 

募集締切日：2013年 7月 10日（水）17 時 留学センター必着 ※募集は締め切りまし

た。 

(2) 直接応募する奨学金 

 2014年度トルコ共和国政府研究奨学金留学生 

募集要項 

提出期限：2014年 3月 31日（月） ※募集は締め切りました。 

 2014年度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 

募集要項 

提出期限：2014年 3月 10日（月）必着 ※募集は締め切りました。 

※期限以降に届いた書類は受け付けない  

 2014-2015年度ハンガリー政府奨学金留学生募集要項（一般奨学金・夏期コース） 

募集要項 

ウェブサイトでの応募締切：2014年 4月 7日（月曜日） 日本時間 24時締切 

郵送締切：2014年 4月 7日（月曜日）消印有効 

※応募者はオンライン申請も行うこと ※募集は締め切りました。  

 2014年度大韓民国政府奨学金（大学院）留学生募集要項 

募集要項 

提出期限：2014年 3月 28日（金曜日）午後 5時 必着 ※募集は締め切りました。  

 カーターセンターインターンシップ奨学生 

募集要項  

願書等書類 

提出期限：2014年 4月 18日(金曜日) 当日消印有効 ※募集は締め切りました。  

http://www.jasso.go.jp/study_a/documents/14turkey.pdf
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign_czech.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign31.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign04.html
http://www.ysf.or.jp/ysfpdf/sch2014_guideline03.pdf
http://www.ysf.or.jp/download/index.php


 2014年度中国政府奨学金留学生募集要項 

募集要項 

提出期限：2014年 2月 28日（金曜日） 午後 4時 必着 ※募集は締め切りました。 

※ 提出期限日時以降に届いた書類は受理しない。 

 2014-2015年度ハンガリー政府 Stipendium Hungaricum奨学金留学生募集要項 

募集要項 

提出期限： 

1.電子ファイル：2014年 3月 15日（土曜日）（日本時間）までに送信が完了しているこ

と。 

2.出願書類一式：2014年 3月 15日（土曜日）消印有効 ※募集は締め切りました。 

 2014年度ポーランド政府奨学金留学生募集要項 

募集要項 

提出期限：2014年 4月 11日（金曜日）午後 4時必着 

 2014年度インド政府奨学金留学生募集要項 

募集要項 

提出期限：2014年 2月 7日（金曜日） 午後 4時必着 ※募集は締め切りました。  

 2014年度オーストリア政府給費留学生募集要項 

募集要項 

提出期限：2014年 3月 7日（金曜日） 午後 4時 必着 ※募集は締め切りました。 

 2014-2015年度スロベニア政府奨学金留学生募集要項 

募集要項 

提出期限：2014年 3月 31日（月曜日）（当日消印有効） 

※期限までに郵送または持参すること。  

 2014年度 ベルギー国フランダース政府奨学金留学生募集要項 

http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign06.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign31a.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign35.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign01.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign18.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign48.html


募集要項 

提出期限：2014年 3月 6日（木曜日）午後 4時必着 ※募集は締め切りました。 

 カシャン高等師範学校奨学金プログラム（ENS Cachan International Scholarship Programme 2014 – 2015） 

カシャン高等師範学校奨学金プログラム 

募集案内・応募方法（英語）  

募集案内・応募方法（仏語）  

申請書  

提出期限：第１回締切 :2014年 2月 15日・第 2回締切 :2014年 4月 4日 

 2014-2015年度ブルネイ・ダルサラーム国政府奨学金留学生募集要項 

募集要項 

提出期限：2014年 1月 17日（金曜日）必着 ※募集は締め切りました。 

 2014年度スウェーデン政府奨学金留学生募集要項 

募集要項 

提出期限：2014年 3月 7日（金曜日） 17時必着 ※募集は締め切りました。 

 2014年度インドネシア政府奨学金 

募集要項 

提出期限：2014年 1月 20日(月) 午後 4時必着 ※募集は締め切りました。 

 2014年度ベルギー国フランス語圏共同体奨学金留学生募集要項 

募集要項 

提出期限：2014年 3月 6日（木）午後 4時必着 ※募集は締め切りました。 

 2014年-2015年度 ロータリー財団【海外派遣】奨学生(第 2570地区) 

募集要項 

提出期限：2014年 5月 7日 （水）必着 

 アイスランド政府奨学金留学生募集要項 

http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign34a.html
http://www.ens-cachan.fr/version-anglaise/profiles/coming-to-the-ens-cachan-students/ens-cachan-international-scholarship-programme-2014-2015-187862.kjsp?RH=ACCUEIL_GB#KLINK
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2013/Scholarship/ENS_Cachan_International_Scholarship/regulations_scholarship_EN_14%20_15.pdf
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2013/Scholarship/ENS_Cachan_International_Scholarship/reglement_bourses_fr_14-15_Fr.pdf
http://www.waseda.jp/cie/doc/studyabroad/Scholarship/dossier_candidature_application_form_M_Phd_2014.docx
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_brunei.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign23.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign02.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign34.html
http://www.rid2570.gr.jp/2013/zaidan/index.html


募集要項 

提出期限：2014年 2月 1日（土曜日）必着 ※募集は締め切りました。  

 平成 26年度派遣 皇太子明仁親王奨学金 

募集要項 

願書フォーム（Ａ4・2枚） 

応募受付期間：2013年 12月 2日（月）～12月 20日（金）必着 ※募集は締め切りま

した。 

【問合せ先】 

皇太子明仁親王奨学金日本委員会 

〔3/29まで〕秋葉 

〔4/1より〕浅井、左三川（さみかわ） 

TEL:（03）6741-0161 

E-mail：cpasf@keidanren.or.jp 

〒100-8188 東京都千代田区大手町 1-3-2 経団連内  

 二十一世紀文化学術財団・海外留学助成金 

財団 HP 

応募要項 

応募締切日：2014年 2 月 28日（金）必着 ※募集は締め切りました。  

 埼玉県日墨戦略的グローバル・パートナーシップ研修計画派遣奨学生 

募集要項 

応募締切日：2013年 12月 25日（水曜日）※募集は締め切りました。  

 山西大学への奨学生派遣事業（二次募集） 

募集要項 

応募締切日：2014年 1月 31日（金） ※募集は締め切りました。  

 戸田市海外留学生奨学制度 

募集要項 

応募期間：2014年 1月 16日（木）午前 8時 30分～2014年 2月 6日（木）午後 5時

http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign14.html
http://www.keidanren.or.jp/japanese/profile/prince.html
http://www.keidanren.or.jp/japanese/profile/prince/gansho.pdf
http://www.cie-waseda.jp/jp/sa/nowsc/cpasf@keidanren.or.jp
http://www.kikawada21.com/homepage/index.htm
http://www.kikawada21.com/homepage/26abroadoubo.pdf
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/nichibokuhaken.html
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/sanscholarship.html
http://www.city.toda.saitama.jp/7/6141.html


15分まで 

（申請書は 2014年 1月 6日（月）から配布） ※募集は締め切りました。  

 2013年度スリランカ政府奨学金留学生募集要項 

募集要項 

提出期限：2013年 11月 15日（金曜日）必着 ※募集は締め切りました。 

※期限を過ぎたものは選考されない。  

 イスラエル政府奨学金留学生募集要項 

募集要項 

提出期限：2013年 12月 6日（金曜日）午後 2時必着 ※募集は締め切りました。 

 トルコ共和国政府研究奨学金留学生募集要項 

募集要項 

提出期限：2013年 10月 31日（木曜日） ※募集は締め切りました。  

 第 42期 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  

募集要項 

提出期限：2014年 2月 7日（金曜日）15時必着 ※募集は締め切りました。  

 2014年度大韓民国政府学士課程奨学金留学生募集要項 

募集要項 

提出期限： 2013年 10月 31日（木曜日）17時必着 ※募集は締め切りました。  

 平和中島財団日本人留学生奨学生 

http://hnf.jp/shogaku/ 

募集要項 

募集期間：2013年 9月 1日～10月 31日 ※募集は締め切りました。  

 2014年度スイス政府奨学金留学生募集要項 

募集要項 

応募締切日：2013年 11月 22日（金曜日） 16時必着 ※募集は締め切りました。 

http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign_srilanka.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign07.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/documents/turkey.pdf
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign41.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign04undergraduate.html
http://hnf.jp/shogaku/
http://hnf.jp/shogaku/youkou/2014youkou_nihon.pdf
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign22.html


 ロータリー財団奨学生募集(第 2530地区） 

http://www.iwakinakoso-rc.jp/d2530/shougakukin.html 

受付期間 2013年 8月 1日～2013年 9月 30日 ※募集は締め切りました。  

 埼玉県姉妹友好州省スカラシップ 

派遣先（プログラム名）：山西大学（中国・山西省）、フィンドレー大学（米国・オハイオ

州）、 

クイーンズランド大学ファンデーションイヤー（オーストラリア・クイーンズランド州） 

http://www.pref.saitama.lg.jp/site/kouryukyoryoku/scholarship.html 

応募期限：2013年 10月 8日（火） ※募集は締め切りました。 

問合せ先：埼玉県国際課 電話 048-830-2713  

 経団連グローバル人材育成スカラーシップ 

http://www.career-academy.com/keidanren/index.html 

募集要項 

応募受付期間： 2013年 8月 2日（金）～9月 3日（火） ※募集は締め切りました。  

 ロータリー財団奨学生募集(第 2780地区） 

http://www.d2780.rotary.bz/ 

クラブ提出期限：2013年 10月 31日（最寄のロータリー・クラブ宛） ※募集は締め切

りました。  

 2014年度メキシコ政府奨学金留学生募集要項 

募集要項 

アカデミックプログラム 

書類送付：2013年 6月 26日（水曜日）－8月 26日（月曜日）16時まで 

特別プログラム 

書類送付：2013年 2月 25日（月曜日）－8月 30日（金曜日）16時まで 

※募集は締め切りました。 

*詳細については要項をよく確認すること。  

 2013-2014年度インド政府奨学金（伝統医学分野）留学生募集要項 

http://www.iwakinakoso-rc.jp/d2530/shougakukin.html
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/kouryukyoryoku/scholarship.html
http://www.career-academy.com/keidanren/index.html
http://www.career-academy.com/keidanren/keidanren_boshuuyoukou.pdf
http://www.d2780.rotary.bz/
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign40.html


募集要項 

応募締切日：2013年 7月 15日（月曜日・祝日）午後 5時必着（郵送または持参） ※

募集は締め切りました。 

 2014-2015年度フランス政府給費留学生 

募集要項・文系 

募集要項・理系 

http://www.science-japon.org/bgf/ 

応募受付期間：2013年 6月 25日（火）～9月 30日（月） ※募集は締め切りました。 

 2013-2014年度ギリシャ政府奨学金財団(現代ギリシャ語・文化専攻) 

募集要項 

オンライン申請期限：2013年 7月 10日（水曜日） 

応募締切日：2013年 7月 19日（金曜日）必着 

※募集は締め切りました。  

 2013-2014年度ギリシャ政府奨学金財団 

募集要項 

応募締切日：2013年 7月 23日（火曜日）必着 

※締切日を過ぎて届いた場合は失格となる。 

※推薦状のみ、2013年 7月 31日（水曜日）必着まで。 

但し出願書類と別に提出する場合は、直接ギリシャ政府奨学金財団へ郵送すること。 

※募集は締め切りました。  

 2013-2014年度クウェート政府奨学金留学生募集要項 

募集要項 

応募受付期間：2013年 6月 2日（日）～2013年 6月 27日（木） 現地必着 ※募集は

締め切りました。 

 飯塚毅育英会海外留学支援奨学生 

募集要項 

応募受付期間：2013年 6月 17日（月）～7月 24日（水）必着 ※募集は締め切りまし

た。 

http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign01_1.html
http://www.ambafrance-jp.org/article3995
http://www.ambafrance-jp.org/article2915
http://www.science-japon.org/bgf/
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_greeklanguage.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign20.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign09.html
http://www.iizuka-takeshi-ikuei.or.jp/


 2013年度イタリア政府奨学金留学生募集要項 

募集要項 

応募締切日：提出期限は各自でご確認ください。 

 2013年度トルコ共和国政府奨学金（学士課程）留学生の募集について 

募集要項 

応募締切日：2013年 6月 6日 ※募集は締め切りました。 

 2013年度ロシア政府奨学金留学生募集要項 

募集要項 

応募締切日：2013年 5月 31日（金曜日） 午後 4時 必着 ※募集は締め切りました。 

 2013年度ポーランド政府奨学金留学生募集要項 

募集要項 

応募締切日：2013年 4月 12日（金曜日）午後 4時 必着 ※募集は締め切りました。 

 ポーランド共和国文化・国家遺産省奨学金留学生募集要項 

募集要項 

応募締切日： 

欧文出願書類・2013年 5月 21日（火曜日）当日消印有効 

和文出願書類・ 2013年 5月 21日（火曜日）午後 4時必着 

※募集は締め切りました。  

 平成２５年度「埼玉発世界行き」奨学金 

募集要項 

応募受付期間：平成 25年 4月 22日（月）～6月 11日（火）（学位取得コースのみ 6

月 5日（水））（午後 5時必着） 

※募集は締め切りました。 

 オックスフォード上廣セント・クロス奨学金給付型派遣留学生 

http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign17.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign11a.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign36.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign35.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign35_a.html
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/global/globalscholarship.html


募集要項 

応募締切日：2013年 5月 1日(水) ※募集は締め切りました。 

 大韓民国政府奨学金（大学院）留学生 

募集要項 

応募締切日：2013年 4月 1日（月曜日）午後 4時 必着 ※募集は締め切りました。 

 ハンガリー政府奨学金留学生（一般奨学金・夏期コース） 

募集要項 

応募締切日： 

1）ハンガリー奨学金委員会のウェブサイトでの応募締切：2013年 4月 8日（月曜日）

ハンガリー時間 24：00締切 

2）ハンガリー奨学金委員会(在ハンガリー）へ国際便（書留）郵送締切：2013年 4月 8

日（月曜日）消印有効 

3）駐日ハンガリー大使館へ郵送締切：2013年 4月 8日（月曜日）必着 

※募集は締め切りました。  

 リトアニア政府奨学金留学生 

募集要項 

応募締切日：2013年 4月 1日（月曜日）※当日消印有効 ※募集は締め切りました。 

※オンライン申請期限は 4月 1日 12時（中央ヨーロッパ標準時）  

 ポーランド政府奨学金留学生 

募集要項 

応募締切日：2013年 4月 12日（金曜日）午後 4時必着 ※募集は締め切りました。 

 ロータリー財団「海外派遣」奨学生(第 2570地区） 

募集要項 

応募締切日：2013年 5月 17日 （金）必着 ※募集は締め切りました。  

 

http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2013/Scholarship/Oxford/Oxford.pdf
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign04.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign31.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign44.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign35.html
http://www.rid2570.gr.jp/zaidan/index.html

