
2014年 募集を終了した奨学金（参考アーカイブ） 

留学センターを通して応募する奨学金 

 

公益財団法人 福井県アジア人材基金・長期海外留学奨学金 

1. http://fukui-asianfund.jp/  

応募希望者は申請書を留学センターまで提出してください。 

 

公益財団法人 イノアック国際教育振興財団奨学金 

1. 募集要項   

2. ガイドライン   

学内募集締切日：2014 年 12月 15日（月）17:00留学センター必着 ※募集は締め切

りました。 

※応募希望者は応募書類を留学センターにて入手のこと。 

 

2015年度 浦上奨学会海外留学奨学生 

【参考】 

公益財団法人 浦上奨学会 

1. 募集要項   

2. 指定書式   

学内募集締切日：2014 年 12 月 15 日（月）17:00必着 ※募集は締め切りました。  

 

平成２７年度海外留学支援制度（大学院学位取得型）（大学とりまとめ応募用） 

http://fukui-asianfund.jp/
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2014/nowsc/Inoac/boshu.pdf
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2014/nowsc/Inoac/guideline.pdf
http://www.ryobi-group.co.jp/urakamishougakukai/index.html
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2014/nowsc/urakami/urakami_boshu_2015.pdf
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2014/nowsc/urakami/urakami_applicaion_2015.pdf


修士又は博士の学位を取得するために留学（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含む。）する日本人学生等で、留学先大学における学位取得

のための正式な教育課程の間、本制度により学修・研究活動に必要な経費の支援を

受ける者とします。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。なお、記入漏れ等があった場合は、日

本学生支援機構の選定の対象とされないことがありますので、十分確認のうえ、応募

してください。 

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

※ 学内締め切りは 2014 年10 月 27 日（月）17:00 必着です。17:00を過ぎての来室

は受け付けません。 

 ※募集は締め切りました。 

（締め切り後は、日本学生支援機構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。） 

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 

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] 

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

[問い合わせ先] 

Tel: 03-3203-6427 / E-Mail: out-scholarship@list.waseda.jp 

 

トビタテ！留学 JAPAN日本代表プログラム＜第２期生募集＞ 

1. 学内応募要項   

http://www.jasso.go.jp/scholarship/long_term_h.html
mailto:out-scholarship@list.waseda.jp
mailto:out-scholarship@list.waseda.jp
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2014/nowsc/tobitate/boshu.pdf


2. 学内応募用紙  ※10 月 8 日更新しました。  

3. 所得証明書類   

4. Q&A  ※10 月 9 日掲載しました。  

＜注意！＞ 

計画の実現可能性を証明できる文書等の写しは、すべて PDF または jpeg で提出し

てください。根拠書類がメールとなる場合も、必ず PDF に変換してください（メールを

そのまま転送しないでください）。 

また、PDF や jpeg データは通常のメール添付とし、メールの本文に埋め込んだりし

ないようお願いいたします。 

提出締切日は学内応募要項をご確認ください。 ※募集は締め切りました。 

JASSO 指定応募学生作成書類等は以下リンクをご確認ください。 

https://tobitate.jasso.go.jp/ 

＜応募説明会スケジュール＞ 

日時 場所 説明会内容 

2014年 10月 6日 

18:15～ 

22号館 2階 WGGセミナール

ーム 2 

第一回 応募方法

説明会 

2014年 10月 7日 

18:15～ 
22号館 8階 会議室 

第二回 応募方法

説明会 

※追加説明会 

2014年 10月 9日 

18:15～ 

22号館 8階 会議室 
第三回 応募方法

説明会 

＜問い合わせ先＞ 

Tel: 03-3203-6427 / E-Mail: tobitate@list.waseda.jp 

http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2014/nowsc/tobitate/application.pdf
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2014/nowsc/tobitate/shotoku.pdf
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2014/nowsc/tobitate/Q&A.pdf
https://tobitate.jasso.go.jp/
mailto:tobitate@list.waseda.jp


 

公益財団法人 堀田育英財団 

1. 募集要項   

2. 指定書式   

学内募集締切日：2014 年 11 月 14 日（金）17:00必着 ※募集は締め切りました。  

 

「トビタテ！留活フェア 2014」 開催のお知らせ 

2020年までに海外へ飛び立つ留学生の倍増を目指す「トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ」プロ

ジェクトでは、留学に興味のある大学生等が留学アドバイザー、大使館、留学経験者

等に留学計画を相談できる留活フェアを下記の日程で開催予定です。留学に興味を

持ちはじめた方から留学計画を立てている方まで幅広く御参加をお待ちしています。 

詳細は https://tobitate.jasso.go.jp/ryukatsufair2014/をご覧ください。 

【日時・場所】 

1. 関西留活フェア 

2014年 9月 5日（金）：15:00-20:15 

同志社大学（京都市上京区今出川通り烏丸東入）  

2. 関東留活フェア 

2014年 9月 9日（火）：14:00-20:15 

明治大学 アカデミーコモン（東京都千代田区神田駿河台１－１）  

【申込方法】 

事前申込制 参加費無料 ※開催は修了しました。  

 

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 

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.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2014/nowsc/horita/boshu.pdf
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2014/nowsc/horita/application.pdf
https://tobitate.jasso.go.jp/ryukatsufair2014/
http://www.ysf.or.jp/


※応募者全員を対象に 9 月 9 日に面接を行います。 

学内募集締切日：2014 年 8 月 28 日（木）17 時まで ※募集は締め切りました。 

 

ドイツ学術交流会（DAAD）奨学生 

1. 2015年度ドイツ学術交流会(DAAD)奨学金募集要項  

※留学センターへ提出していただいた願書は、本学からの推薦の可否に関わらず、 

すべて留学センターから DAAD へ提出いたします。 

※応募者全員を対象に 9 月 9 日に面接を行います。 

学内募集締切日：2014 年 8 月 28 日（木）17 時まで ※募集は締め切りました。 

 

2015年度 KDDI 財団日本人留学生助成・援助プログラム 

【参考】 

http://www.kddi-foundation.or.jp/support/  

1. 募集要項   

2. 申込書   

※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。 

だたし、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。 

学内募集締切日：2014 年 7 月 4 日（金）17 時まで※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）追加募集（大学とりまとめ応募用） 

http://tokyo.daad.de/wp/wp-content/uploads/2009/08/graduated_outline_2015.pdf
http://www.kddi-foundation.or.jp/support/　
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2014/nowsc/KDDI/Application_Guide.pdf
http://www.waseda.jp/cie/exel/2014/nowsc/KDDI/Application_form.xls


修士又は博士の学位を取得するために留学（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含む。）する日本人学生等で、留学先大学における学位取得

のための正式な教育課程の間、本制度により教育研究活動に対する支援を受ける

人をいいます。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。なお、記入漏れ等があった場合は、日本

学生支援機構の選定の対象とされないことがありますので、十分確認のうえ、応募し

てください。 

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

※ 学内締め切りは 2014 年5 月7 日（水）17:00 必着です。17:00を過ぎての来室は

受け付けません。 

※募集は締め切りました。 

（締め切り後は、日本学生支援機構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。） 

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 

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] 

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

[問い合わせ先] 

Tel: 03-3203-6427 / E-Mail: out-scholarship@list.waseda.jp 

 

日本人大学院生奨学生 

http://www.jasso.go.jp/scholarship/long_term_h.html
mailto:out-scholarship@list.waseda.jp
mailto:out-scholarship@list.waseda.jp


【参考】 

日本人大学院生奨学生 

1. 募集要項   

2. 願書（日）   

3. 願書（英）   

学内募集締切日：2014 年 7 月 31 日（木） ※募集は締め切りました。  

 

産業リーダー人材育成奨学金 

【参考】 

産業リーダー人材育成奨学金 

1. 募集要項   

2. 願書（日）   

3. 願書（英）   

学内募集締切日：2014 年 7 月 31 日（木） ※募集は締め切りました。  

 

2014年度石橋財団奨学金 

【参考】 

公益財団法人石橋財団 

公益財団法人 日本国際教育支援協会 

1. 2014年度石橋財団奨学金募集・推薦要項(派遣)   

2. 2014年度石橋財団奨学金願書【派遣】（様式１）   

3. 2014年度石橋財団奨学金推薦書【派遣】（様式２）   

https://www.keidanren.or.jp/japanese/profile/ishizaka/ishizaka.html
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2014/nowsc/nihonjin_daigakuin/boshu.pdf
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2014/nowsc/nihonjin_daigakuin/application_jp.pdf
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2014/nowsc/nihonjin_daigakuin/application_en.pdf
https://www.keidanren.or.jp/japanese/profile/ishizaka/sangyo.html
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2014/nowsc/sangyo_leader/boshu.pdf
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2014/nowsc/sangyo_leader/application_jp.pdf
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2014/nowsc/sangyo_leader/application_en.pdf
http://www.ishibashi-foundation.or.jp/
http://www.jees.or.jp/
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2013/Scholarship/Ishizaki_Zaidan/2014_ishizaki_zaidan_requirements.pdf
http://www.waseda.jp/cie/exel/2013/Scholarship/Ishizaki_Zaidan/2014_ishizaki_zaidan_application_form.xlsx
http://www.waseda.jp/cie/exel/2013/Scholarship/Ishizaki_Zaidan/2014_ishizaki_zaidan_recommendation.xlsx


学内募集締切日：2014 年 4 月 15 日 17 時留学センター必着 ※募集は締め切りま

した。  

 

2014年 直接応募する奨学金 

 日墨戦略的グローバル・パートナーシップ研修計画（長期コース） 

第 43期募集説明会及び帰国研修生報告会のご案内 

日時：2014年 12月 8日（月曜日）16時 00分～17時 30分  ※募集は締め切りまし

た。 

場所：在日メキシコ大使館 多目的ホール“Espacio Mexicano” 

東京都千代田区永田町 2丁目 15-1 別館 5階  

 

 ブルネイ・ダルサラーム国政府奨学金留学生 

募集要項 

提出期限：2014年 12月 15日（月曜日） ※募集は締め切りました。  

 

 インドネシア政府奨学金留学生 

募集要項（インドネシア芸術と文化） 

募集要項（特別プログラム：ＡＳＥＡＮコミュニティー2015） 

提出期限：2014年 11月 6日（木曜日） ※募集は締め切りました。  

 

 コロンビア政府奨学金留学生 

募集要項 

提出期限：2014年 11月 28日（金曜日）午後 4時必着 ※募集は締め切りました。  

 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/la_c/m_ca_c/mx/page23_001213.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_brunei.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign02a.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign02b.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign51.html


 University of Oxford, The Mica and Ahmet Ertegun Graduate Scholarships in the Humanities 

http://www.ertegun.ox.ac.uk/ 

提出期限： The application cycle for October 2015 is open from 1 September 2014 

with a January 2015 deadline 

(9 January 2015 for Philosophy; 23 January 2015 for all other subjects).  

 

 【アラブ首長国連邦（UAE）】マスダル科学技術大学院（MIST）日本人奨学生募集のお知らせ 

ポスター 

http://www.masdar.ac.ae/ 

＜注意事項＞ 

* 応募資格・必要書類等の内容を熟読し、指示に従って応募すること 

* 質問事項については、募集要項内の問い合わせ先に連絡すること 

 

 第 43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：2015年 2月 6日（金曜日）午後 3 時必着  

 

 大韓民国政府奨学金（学士課程）留学生 

募集要項 

提出期限：2014年 10月 29日（水曜日）午後 5時必着 ※募集は締め切りました。  

 

 公益財団法人 平和中島財団 日本人留学生奨学生 

募集要項 

申込用紙 

http://www.ertegun.ox.ac.uk/
http://www.jasso.go.jp/study_j/documents/mi_scholarship_programs_2014.pdf
http://www.masdar.ac.ae/
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign41.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign04undergraduate.html
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2014/nowsc/Heiwa_nakajima/Boshu.pdf
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2014/nowsc/Heiwa_nakajima/Application.pdf


提出期限：2014年 10月 31日（金曜日）10月末日の消印有効 ※募集は締め切りま

した。  

 

 公益財団法人インペックス教育交流財団 

http://www.inpex-s.com/ 

募集要項・申込用紙 

提出期限：2014年 10月 31日（金曜日） ※募集は締め切りました。  

 

 スイス政府奨学金留学生 

募集要項 

提出期限：2014年 11月 21日（金曜日）午後 4時必着 ※募集は締め切りました。  

 

 オマーン政府奨学金留学生 

募集要項 

提出期限： 

第１回目 2014年 8 月 25日（月曜日) 必着 

第２回目 2014年 11 月 25日（火曜日） 必着 

* 第１回目または第 2回目のどちらかに 1回のみ応募することができる。 ※募集は

締め切りました。  

 

 2015年度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：2014 年 7月 23日（水）～9月 3日（水） ※募集は締め切りました。  

 

http://www.inpex-s.com/
http://www.inpex-s.com/japanese/application/
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign22.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign46.html
http://www.career-academy.com/keidanren/index.html
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2014/nowsc/keidanren/2015_keidanren_global_jinzai_scholarship.pdf


 フランス政府給費留学生 

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

募集要項・文系 

募集要項・理系 

ポスター 

提出期限：2014年 9月 30日（火） ※募集は締め切りました。  

 

 インド政府奨学金（伝統医学分野）留学生 

募集要項 

提出期限：2014年 7月 3日（木） ※募集は締め切りました。  

 

 メキシコ政府奨学金留学生 

募集要項 

提出期限： 

アカデミックプログラム：2014年 7月 31日（木） 

特別プログラム：2014 年 8月 29日（金） ※募集は締め切りました。  

 

 中島記念国際交流財団日本人海外留学奨学生募集 

募集要項 

提出期限：8月 1日（金）～8月 29日（金）期間内必着 ※募集は締め切りました。  

 

 クウェート政府奨学金留学生 

募集要項 

願書受付期間：2014 年 6月 8日（日）～2014 年 7月 3日（木） 現地必着 

* 同じ奨学金の募集要項、出願書等は必ずセットで送信すること 

* 応募資格・必要書類等の内容を熟読し、指示に従って応募すること 

http://www.science-japon.org/bgf/
http://www.ambafrance-jp.org/article3995
http://www.ambafrance-jp.org/article2915
http://www.japon.campusfrance.org/sites/locaux/files/Flyer%20BGF_1.pdf
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign01_1.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign40.html
http://www.nakajimafound.or.jp/koubo.htm
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign09.html


* 質問事項については、募集要項内の問い合わせ先に連絡すること ※募集は締

め切りました。  

 

 College Women's Association of Japan (CWAJ)Scholarship Programs (2015) 

http://www.cwaj.org/ 

* 応募を希望される方は、各奨学金の応募条件をウェブサイトにてご確認の上、指

示に従って応募をしてください。 

* ご不明な点は募集要項内の問い合わせ先にメールでお問い合わせください。 

 

【アラブ首長国連邦(UAE)】 マスダル科学技術大学院（MIST)日本人奨学生募集 

http://www.jasso.go.jp/study_a/uae_mist_scholarship.html 

＜注意事項＞ 

* 同じ奨学金の募集要項、出願書等は必ずセットで送信すること 

* 応募資格・必要書類等の内容を熟読し、指示に従って応募すること 

* 質問事項については、募集要項内の問い合わせ先に連絡すること  

 

マスダ教育財団奨学生募集（プロジェクト B） 

http://www.mef-1988.org/admissions/index.html 

提出期限：2014年 5月 20日 必着 ※募集は締め切りました。 

 

戸田市海外留学奨学生（平成２６年度第１回目） 

戸田市情報ポータルサイト 

提出期限：2014年 7月 4日（金）午後 5時 15 分 ※募集は締め切りました。  

 

平成 27年度派遣 皇太子明仁親王奨学金 

http://www.cwaj.org/
http://www.jasso.go.jp/study_a/uae_mist_scholarship.html
http://www.mef-1988.org/admissions/index.html
http://www.city.toda.saitama.jp/7/6141.html


http://www.keidanren.or.jp/japanese/profile/prince.html 

募集要項  

願書フォーム（A4・2 枚）  

応募受付期間：2014 年 11月 17日（月）～11 月 28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 

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  

 

2014-2015年度リトアニア政府奨学金留学生募集要項 

募集要項 

出願書類提出期限：2014年 4月 1日（火）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）  

 

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 ※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 ※募集

は締め切りました。 

http://www.keidanren.or.jp/japanese/profile/prince.html
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2014/nowsc/koutaishi_boshu.pdf
http://www.waseda.jp/cie/pdf/studyabroad/2014/nowsc/koutaishi_application.pdf
mailto:cpasf@keidanren.or.jp
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign44.html
http://www.jasso.go.jp/study_a/scholarships_foreign35.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


 

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 ※募集は締め切りました。 

 

http://www.rid2570.gr.jp/2013/zaidan/index.html

