
留学センターを通して応募する奨学金 

 

公益財団法人 みずほ国際交流奨学財団奨学金 

 募集要項 

 申請書（○ 推薦状 No.5 指導教授等に依頼 ○ 推薦書 No.6 入学状況・氏名・生

年月日・性別を記入） 

 誓約書 

 【学内募集締切日】 2017年 3月 10日（金）17:00留学センター必着 ※郵送また

は来室にて提出 

 【郵送宛先】 169-0051 新宿区西早稲田 1-7-14 4F 早稲田大学留学センター 奨

学金担当 宛 

※この奨学金は 2017年 8月から 10月に留学を開始し、留学期間は最長 1年としま

す。(半年は不可) 

2017年度 石橋財団奨学金(前期・派遣) 

 募集要項 

 願書 

 推薦書 

 交流計画申請書 

 【学内募集締切日】 2017年 2月 28日（火）17:00留学センター必着 ※郵送また

は来室にて提出 

 【郵送宛先】 169-0051 新宿区西早稲田 1-7-14 4F 早稲田大学留学センター 奨

学金担当 宛 

トビタテ！留学 JAPAN日本代表プログラム ＜第 7期生募集＞ 

 【学内募集締切日】 

データ提出締切 2017年 1月 31日（火） 23:59 まで 

書類回収日程 2017年 2月 2日（木）～3日（金） 

詳細は特設ページにて更新いたしますので、随時ご確認をお願いします。 

アジア国際交流奨学財団  2017年度川口静記念奨学生 

 募集要項 

 申込書・身上書 

【学内募集締切】2017年 1 月 27 日（金）午後 12:00 留学センター必着 ※郵送または来

室にて提出 

【郵送宛先】 169-0051 新宿区西早稲田 1-7-14 4F 早稲田大学留学センター 奨学金担

当 宛 

公益財団法人国際協和奨学会 平成 29年度 日本人海外留学奨学生 

 募集要項 

https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/01/bosyuyoko-4.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/01/shinseisyo.doc
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/01/seiyakusyo.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/01/bosyuyoko-2.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/01/gansyo-1.xls
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/01/suisensyo-.xls
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/01/koryukeikakushinnseisyo.xlsx
https://www.waseda.jp/inst/cie/news/11437
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/01/bosyuyoko.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/01/mouhcikomisyo-minouesyo-.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/11/bosyuyoko.pdf


 申請書 

 推薦書 

 応募論文課題 

※学部生は Double Degree Programs (DD)に限定する。なお、大学院生はこの限りではな

い。 

【学内募集締切】2017年 1 月 27 日（金）17:00留学センター必着 ※郵送または来室にて

提出 

【郵送宛先】 169-0051 新宿区西早稲田 1-7-14 4F 早稲田大学留学センター 奨学金担

当 宛 

2017年度 公益財団法人阪和育英会 海外留学奨学生 

 募集要項 

 【学内募集締切日】 2017年 1月 27日（金）17:00留学センター必着 ※郵送また

は来室にて提出 

 【郵送宛先】 169-0051 新宿区西早稲田 1-7-14 4F 早稲田大学留学センター 奨

学金担当 宛 

1．願書書式は留学センターにて配付しています。 

2．本奨学金は大学推薦の奨学金です。 締切後、学内にて書類選考を行います。 

必要に応じて面接選考を実施することもあります。 

※添付書類として家計の収入合計(ご両親等)を証明する源泉徴収票又は課税証明書又は確

定申告書（いずれもコピー可）が必要ですので忘れずに提出してください。(1月 13日更新) 

2017年度 TOMODACHI住友商事奨学金プログラム 

 募集要項 

 推薦書 （申請者情報のみご記入ください） 

 願書  (ダウンロードすると記載可能) 

 Q&A 

 【学内募集締切日】 2017年 1月 27日(金)17:00 留学センター必着 

※この奨学金は、本学の交換留学プログラム（EX-R）で留学する方のみ応募可能で

す。 

2017年度 業務スーパージャパンドリーム財団 

 【募集要項および申請書類一式】 http://www.kobebussan.or.jp/overseas.html 

 【学内募集締切日】 2017年 1月 20日(金)17:00 留学センター必着 

 【留意事項】 

1．応募資格の「大学 2年生以上」は 2016年 4月時点で 2年生の学生も含めていた

だけます。 

2．留学期間について、支給決定は最終的に留学先大学の受入許可書をもとにいたし

ますが、申請書の留学期間は予定期間を記載してください（面接選考時にもその期

https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/11/shinseisyo.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/11/suisensyo.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/11/ronbunkadai.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/10/2017hanwa.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/10/TOMODACHI-1.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/01/TOMODACHI_application_form.docx
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/10/TOMODACHI_application_form.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/10/QA_TOMODACHI.pdf
http://www.kobebussan.or.jp/overseas.html


間をお伝えください）。 

3．応募書類に加え、留学先大学 HPのセメスター期間のわかる部分を PDF出力等

していただきますようお願いいたします（留学先大学の HP トップ画面等でなく、

期間記載部分を出力してください）。 

4．本学では面接選考免除のための手続きには対応しておりませんので予めご了承く

ださい。 

2017 年度 百賢亜洲研究院 Asian Future Leaders Scholarship Program（AFLSP）

Exchange Scholarship  

 募集要項 

 願書 

 同意書 

 【学内募集締切日】 2016年 12月 16日（金）正午 12:00 メールにて願書提出 

（2016年 12月 19日更新）学内締切を 2016年 12月 25日（日）23:59までに延長

しました。 

※学内選考時において同意書の提出は不要です 

※学内選考時に面接を実施します。面接日は変更できませんので必ず予定を空けておいて

ください。 

詳しくは、書類選考結果発表時にお伝えします。（2016/11/9更新） 

【日時】2017年 1月 18日（水）、または 2017年 1月 17日（火）、2017年 1月 20日（金）

の 12：15～13：00 

【場所】22号館 4階 留学センター 

公益財団法人佐藤陽国際奨学財団 2017年派遣留学奨学生 

 募集要項 

 申請書 

 推薦書 

 エッセイ・派遣留学計画書・経費計画書 

 承諾書 

【学内募集締切】2016年 12月 22日（木）17:00留学センター必着 ※郵送または来室にて

提出 

【郵送宛先】 169-0051 新宿区西早稲田 1-7-14 4F 早稲田大学留学センター 奨学金担

当 宛 

2017年度 浦上奨学会海外留学奨学金 

 【参考】 公益財団法人 浦上奨学会 

 募集要項 

 願書 

 【学内募集締切日】 2016年 11月 30日(水)17:00 留学センター必着 

https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/11/e61e6a0a346e3ba8cfdfdc6c90307337.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/11/AFLSP-Exchange-Scholarship-for-Japanese-Students-Application-Form.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/11/BXAI-2017-Student-Commitment-Letter-AFLSP-Exchange-Scholar-1.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/11/bosyuyoko-2.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/11/shinseisyo-1.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/11/suisensyo-1.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/11/essay_keikakusyo.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/11/syodakusyo.pdf
http://www.ryobi-group.co.jp/urakamishougakukai/index.html
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/10/Urakami-1.pdf
http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/07/application_form.pdf


※留学先が確定していなくても応募可能です。第一志望を記載の上提出してくださ

い。 

2017年度 公益財団エプソン国際奨学財団 

 募集要項 

 願書 

 【学内募集締切日】 2016年 11月 30日(水)17:00 留学センター必着 

※12月中旬に学内選考を行います（書類審査・面接） 

※留学先が確定していなくても応募可能です。第一志望を記載の上提出してくださ

い。 

公益信託ヤマハ発動機国際友好基金 2017年度 海外派遣日本人奨学金 

 募集要項 

 願書 

 【学内募集締切日】 2016年 11月 30日(水)17:00 留学センター必着 

※留学先が確定していなくても応募可能です。第一志望を記載の上提出してくださ

い。 

2017年度 公益財団法人 堀田育英財団奨学金 

 募集要項 

 願書 

 【学内募集締切日】 2016年 11月 30日(水)17:00 留学センター必着 

※留学先が確定していなくても応募可能です。第一志望を記載の上提出してくださ

い。 

平成２９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） 

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、確認事項チェック表を確認のうえ、応募してください。 

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

※本学を卒業された方であっても大学とりまとめ応募での応募が可能です。 

※ 学内締め切りは 2016 年 10 月 21 日（金）17:00 必着です。17:00 を過ぎての来室は

受け付けません。 

（締め切り後は、日本学生支援機構への申請取りまとめおよび学内処理のため、一切追加

https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/10/Epson-1.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/10/Epson_application_form-1.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/10/Yamaha-1.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/10/Yamaha_application_form-1.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/10/Horita-1.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/10/Horita_application_form-1.pdf
http://www.jasso.go.jp/scholarship/long_term_h.html


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海外留学支援制度（大学院学位取得型）担当宛 

【大学院学位取得型 data 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 

 

イノアック国際教育振興財団第 31期奨学金 

 募集要項 

 願書 

 推薦書 

 【学内募集締切日】 2016年 10月 28日(金)17:00 留学センター必着 

 

2017年度 日本人派遣留学プログラム奨学生 

 【参考】公益財団法人吉田育英会 

 募集要項 

 【学内募集締切日】 2016年 9月 12日(月)17時まで 

 【学内選考】2016年 9月 14日（水）14:30 

 

トビタテ！留学 JAPAN日本代表プログラム ＜第 6期生募集＞ 

特設ページはコチラ 

 

2017年度 経団連 産業リーダー人材育成奨学金 

 【募集要項】※問い合わせが多数出たため、応募書類の「学長または研究科長の推

薦状」がどうしても用意できない場合は留学センターで用意しますので、事前にご

相談ください。（2016/8/25） 

 【願書】 

 【学内締切】 2016年 8月 31日（水）17時必着 

 

2017年度 経団連 大学院生奨学金 

 【募集要項】※問い合わせが多数出たため、応募書類の「学長または研究科長の推

薦状」がどうしても用意できない場合は留学センターで用意しますので、事前にご

相談ください。（2016/8/25） 

 【願書】 

 【学内締切】 2016年 8月 31日（水）17時必着 

mailto:out-scholarship@list.waseda.jp
mailto:out-scholarship@list.waseda.jp
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/10/Inoac-1.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/10/Inoac_application_form-1.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/10/Inoac_recommendation_form-1.pdf
http://www.ysf.or.jp/
http://www.ysf.or.jp/ysfpdf/sch2017_guideline06.pdf
http://www.waseda.jp/inst/cie/news/9092
http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/04/sangyouleader2.pdf
http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/04/sangyouleader_gansyo2.pdf
http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/04/daigakuin-1.pdf
http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/04/daigakuin-_gansyo1.pdf


2017年度 KDDI財団 日本人留学生助成奨学金 

 【募集要項】 

 【申込書】 

 【学内締切】2016年 9月 1日（木）17:00必着 ※郵送又は来室 

 【郵送宛先】169-0051 新宿区西早稲田 1-7-14 4F  早稲田大学留学センター奨学

金担当宛 

本奨学金は大学推薦の奨学金です。 締切後、学内にて書類選考を行います。必要に応じて

面接選考を実施することもあります。 

※「募集要項」の記載内容に一部修正がございます。 

3ページ目 １部：電子媒体で提出 ④公用語習得レベル証明書（PDF）と記するところを

④公用語習得レベル署名書（PDF）となっておりました。（2016.5．27改訂） 

 

直接各団体へ応募する奨学金 

 

 2017 Korean Government Scholarship Program(HUFS, Korea) 

 詳細はウェブサイトよりご確認ください。 

 【提出期限】3月 17日 

2017-2018年度 三木武夫記念スカラーシップ 

 募集要項 

 【提出期限】2017年 3月 31日 

米日カウンシル渡邉利三寄付奨学金 2017-2018 

 渡邉利三寄付奨学金ウェブサイトより申請書等をダウンロード下さい。 

 【提出期限】2月 15日 

※アメリカへ交換留学に行く学生が対象 

アイスランド大学 渡邉信託基金奨学金 

 渡邉信託基金奨学金ウェブサイトより申請書をダウンロードしてください。 

 【提出期限】2017年 1月 15日までに ask@hi.isに提出 

※アイスランド大学にて留学・研究を計画している学生が対象です。 

【台湾大学への派遣留学】 

 募集要項 

 申込書 

 研究計画書・業績 

 提出期限：2017年 1月 16日（月）必着（直接持参の場合は 16時まで） 

【中国・台湾への留学】 

 募集要項 

 申込書 

http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/05/kddi_bosyuyouko.pdf
http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/05/kddi_mousikomisyo1.pdf
http://builder.hufs.ac.kr/user/indexSub.action?framePath=unknownboard&siteId=gsadmin2&dum=dum&boardId=17832236&page=1&command=view&boardSeq=86861061&chkBoxSeq=&categoryDepth=&search=Korean+Government&column=title
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/03/MikiScholar.pdf
http://ja.usjapancouncil.org/watanabe_scholarship
http://sjodir.hi.is/watanabe_trust_fund
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/11/taiwan_bosyuyoukou-1.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/11/taiwan_moshikomisyo-2.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/11/keikakusyo-1.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/11/china_bosyuyoko.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/11/china_moshikomisyo.pdf


 研究計画書・業績 

 提出期限：2017年 1月 16日（月）必着（直接持参の場合は 16時まで） 

平成 29年度 大真奨学金 

 【参考】株式会社大真 

 募集要項 

 【提出期限】2017年 1月末日到着分まで 

2017年 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 

【埼玉県在住者】提出期限：2016年 1月 6日（金）必着 ※募集は終了しました 

 募集要項 

 チラシ 

 埼玉県ホームページより申請書をダウンロードしてください。 

【埼玉県以外在住者】提出期限：2016年 2月 5日（日）必着 

 外務省ホームページをご確認ください。 

公益財団法人インペックス教育交流財団 2017年度奨学金 

 【参考】公益財団法人インペックス教育交流財団 

 募集要項 

 【提出期限】2016年 10月 31日（月） 

「経団連グローバル人材育成スカラーシップ」 2017年度奨学生 

募集要項 

 経団連グローバル人材育成スカラーシップ 

 【提出期間】2016年 7月 20日（水）～9月 20日（火） 

2017年度 SILSフレンチプログラム奨学金（フランス政府給費留学生） 

 募集要項【日】 ※SILSフレンチプログラムを履修している者のみ 

 募集要項【English】※Those who are taking SILS French Program only 

 【提出期限】2016年 9月 15日（木）フランス大使館・SILS事務所（両方） 

 【連絡先】国際教養学部学務係 

Kyo Sakaguchi奨学金 

 募集要項 

 【提出期限】2016年 8月末日 エントリーフォーム必着 

公益財団法人 伊藤国際教育交流財団 2017年度 日本人奨学金 

 募集要項 

 【提出期限】2016年 8月 26日（金） 当日消印有効（厳守） 

2017年度エンデバー奨学金（オーストラリア政府奨学金） 

 【プログラム詳細】http://australia.or.jp/endeavour/ 

 【チラシ】 

https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/11/keikakusyo-1.pdf
http://www.daishin-corp.com/csr/
http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/08/daishin.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/12/b53398e7a45e7195d6b6874ac937d947.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/12/7ae73397e50ecab9b7733478b858c8a6.pdf
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/nichiboku-shogakusei.html
http://www.mofa.go.jp/mofaj/la_c/m_ca_c/mx/page23_001672.html
http://www.inpex-s.com/japanese/
http://www.inpex-s.com/japanese/application/
http://idc.disc.co.jp/keidanren/scholarshipyoukou.pdf
http://idc.disc.co.jp/keidanren/scholarship/
http://www.waseda.jp/fire/sils/assets/uploads/2016/07/French-scholarship-Instruction.pdf
http://www.waseda.jp/fire/sils/en/applicants/scholarship/
https://www.prudential.co.jp/company/philosophy/contribution/contribution05.html
http://www.itofound.or.jp/scholarship-jp
http://australia.or.jp/endeavour/
http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/05/endeavour.pdf


 【提出期限】2016年 6月 30日 オンラインでのみ受け付け 

公益財団法人 中島記念国際交流財団 

平成 29年度日本人海外留学奨学生及び日本人若手研究者研究助成金 

 募集要項・申請書はこちら 

 応募受付期間：平成 28年 8月 1日(月)～8月 31日(水) 

平成 29年度皇太子明仁親王奨学金奨学金 

     募集要項 

    願書フォーム（A4・2枚） 

 【応募受付期間】  平成 28年 11月 14日（月）～11月 25日（金）必着  ※ 応募

者本人が直接応募 

【奨学生募集に関する URL】 http://www.keidanren.or.jp/japanese/profile/prince.html 

【お問合せ先】 皇太子明仁親王奨学金日本委員会 浅井／高尾／左三川 TEL（03）

6741-0161  FAX（03）6741-0351  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 

2017年度日本人対象フルブライト奨学金 

 【申込期間】2016 年 4 月 1 日～2016 年 5 月 31 日（火）オンラインでのみ受け付

け 

 【プログラム詳細】http://www.fulbright.jp/scholarship/index.html 

【問い合わせ先】日米教育委員会  フルブライト交流  Tel:03-3580-3233 /E メー

ル :program@fulbright.jp 【 facebook 】  フ ル ブ ラ イ ト 奨 学

https://www.facebook.com/fulbrightjapan  留 学 情 報 サ ー ビ ス

https://www.facebook.com/fulbrightjpeis 

ドイツ「恵光」研究奨学金 

 【提出期限】2016年 5月末日消印有効 

 募集要項 

浙江大学 アジア次世代指導者 奨学金プログラム 2016-17 

 募集要項 

 提出期限：2016年 5月 30日 

【奨学生の応募・選考に関するお問い合わせ先】 浙江大学 International College Mr. YI 

Email: zjuyhh@zju.edu.cn Mr. TANG Email: litang@zju.edu.cn Tel: 0086 571 87952848 

Fax: 0086 571 87951755 Website: http://iczu.zju.edu.cn 

2016年-2017年度 ロータリー財団【海外派遣】奨学生(埼玉県第 2570地区) 

 募集要項、提出書類等はこちらから 

 提出期限：平成 28年 4月 30日（金）必着 

【奨学生の応募・選考に関するお問い合わせ先】 国際ロータリー第 2570 地区 地区事務

所  東 松 山 市 箭 弓 町 2-5-14 紫 雲 閣  3F TEL:(0493 ） 21 －

http://www.nakajimafound.or.jp/koubo.htm
http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/05/e13ce0566ef3b648cfc7025681050b75.pdf
http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/05/139bfcedab5f6621843355dd90fc1bb4.doc
http://www.keidanren.or.jp/japanese/profile/prince.html
mailto:cpasf@keidanren.or.jp
http://www.fulbright.jp/scholarship/index.html
https://www.facebook.com/fulbrightjapan
https://www.facebook.com/fulbrightjpeis
http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/04/doitsu_keikoscholarship.pdf
http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/01/2016-ZHEJIANG-UNIVERSITY-ASIAN-FUTURE-LEADERS-SCHOLARSHIP-PROGRAM.pdf
mailto:zjuyhh@zju.edu.cn
mailto:litang@zju.edu.cn
http://iczu.zju.edu.cn/
http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/01/2570boshu.pdf


2570  E-mail:d-office@mail.rid2570.gr.jp 

2017年-2018年度 ロータリー財団【海外派遣】奨学生(埼玉県第 2770地区) 

 募集要項、提出書類等はこちらから 

 提出期限：平成 28年 2月 19日（金）必着 

【奨学生の応募・選考に関するお問い合わせ先】 国際ローターリー第 2770 地区 ガバナ

ー事務所 さいたま市浦和区高砂 1-2-1-116 エイペックスタワー東館 1F TEL:(048）827－

0022  E-mail:ri2770@ri2770.com 

第 27回 IBPグローバル留学奨学金 

 募集要項 

 チラシ 

 【提出締切】2017年 4月 19日(水)必着 

2017年度 カーターセンターインターンシップ奨学金 

 募集要項 

 チラシ 

JASSO 外国政府等奨学金 

JASSOが協力している現在募集中の外国政府等奨学金の情報を掲載しています。 

※詳細は各奨学金名をクリックしてご覧ください。 

【ポーランド】 

 ポーランド政府奨学金 出願期限：2017年 3月 10日 

【ブルネイ・ダルサラーム】 

 ブルネイ・ダルサラーム国政府奨学金 出願期限：2017年 3月 13日 

【韓国】 

 大韓民国政府奨学金（大学院） 出願期限：2017年 3月 22日 

【ベルギー】 

 ベルギー国フランス語圏共同体奨学金 出願期限：2017年 3月 23日 

 ベルギー国フランダース政府 Priority Country Programme奨学金 出願期限：2017

年 3月 31日 

 ベルギー国フランダース政府Master Mind Scholarhip 出願期限：2017年 4月 30

日 

【スロベニア】 

 スロベニア政府奨学金 出願期限：2017年 3月 31日 

【オーストリア】 

 オーストリア政府給費留学生 出願期限：2017年 4月 11日 

mailto:d-office@mail.rid2570.gr.jp
http://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2016/01/2770boshu.pdf
mailto:ri2770@ri2770.com
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/01/bosyuyoko-5.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/01/flyer-1.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/03/bosyuyoko.pdf
https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2017/03/chirashi.pdf
http://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/scholarship_foreign/poland/scholarship_pl/
http://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/scholarship_foreign/brunei/scholarship_bn/
http://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/scholarship_foreign/korea/scholarship_kr_grad/
http://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/scholarship_foreign/belgium/scholarship_be_consortium/
http://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/scholarship_foreign/belgium/scholarship_be_flanders_priority/
http://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/scholarship_foreign/belgium/scholarship_be_flanders_master/
http://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/scholarship_foreign/slovenia/scholarship_si/
http://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/scholarship_foreign/austria/scholarship_at/


【チェコ】 

 チェコ共和国政府奨学金（長期） 出願期限：2017年 3月 1日 

 チェコ共和国政府奨学金（サマースクール奨学金） 出願期限：2017年 3月 1日 

【ハンガリー】 

 ハンガリー政府 Stipendium Hungaricum奨学金 出願期限：2017年 3月 5日 （ハ

ンガリー時間 午後 11時 59分） 

 ハンガリー政府奨学金（夏期コース） 出願期限：2017年 3月 6日 

【フィンランド】 

  フィンランド政府奨学金 出願期限：2017年 2月 8日 

【インドネシア】 

 インドネシア政府奨学金（ダルマシスワ） 出願期限：2017年 2月 9日 

【メキシコ】 

 日墨戦略的グローバル・パートナーシップ研修計画 専門コース 出願期限：2017

年 2月 5日 

 日墨戦略的グローバル・パートナーシップ研修計画 スペイン語・メキシコ文化コー

ス 出願期限：2017年 2月 5日 

【中国】 

 中国政府奨学金 出願期限：2017年 1月 31日 

【インド】 

 インド政府奨学金 出願期限：2017年 1月 6日  

【スイス】 

 スイス政府奨学金  出願期限 :2016年 11月 18日  

【イスラエル】 

 イスラエル政府奨学金 出願期限：2016年 11月 30日 

【アイスランド】 

 アイスランド政府奨学金 出願期限：2016年 12月 1日 

【フランス】 

 2017年度 フランス政府給費留学生制度：2016年 6月 25日オンライン登録開始 

 

http://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/scholarship_foreign/czech/scholarship_cz_long/
http://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/scholarship_foreign/czech/scholarship_cz_summer/
http://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/scholarship_foreign/hungary/scholarship_hu_stipendium/
http://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/scholarship_foreign/hungary/scholarship_hu_summer/
http://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/scholarship_foreign/finland/scholarship_fi/
http://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/scholarship_foreign/indonesia/scholarship_id_darmasiswa/
http://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/scholarship_foreign/mexico/scholarship_mx_global_expert/
http://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/scholarship_foreign/mexico/scholarship_mx_global_culture/
http://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/scholarship_foreign/mexico/scholarship_mx_global_culture/
http://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/scholarship_foreign/china/scholarship_cn/
http://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/scholarship_foreign/india/scholarship_in/
http://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/scholarship_foreign/switzerland/scholarship_ch/
http://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/scholarship_foreign/israel/scholarship_il/
http://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/scholarship_foreign/iceland/scholarship_is/
http://science-japon.org/bgf/

