
各種奨学金・プログラム等のお知らせ Scholarships / Event Information 2017/9/1 更新

掲示日 番号 種別 奨学金・募集プログラム等名称 待遇 応募資格 出願先 〆切 結果判明

3/2 R-71 奨学
2017年度末延財団博士課程奨学生（留学
生枠）募集

1,200,000円/年
期間：原則2年間

博士2, 3（正規課程。3年は定員に余裕のあるときのみ。）
研究対象が自国法と日本法の比較に関するものであること
応募詳細：http://www.suenobu-zaidan.or.jp/scholar/abroad.php

直接 9月末日 11月

5/8 R-10 宿舎
「東京国際交流館」留学生入居者募集
（2017年6月～2018年2月入居分）

【留学生】
単身用Ａ棟：35,000/月
単身用Ｂ棟：52,000/月
夫婦・家族用Ｃ棟：74,500/月
夫婦・家族用Ｄ棟：86,500/月
入居期間：修業年限の範囲内とし、かつ3年以内
*入居許可、延長許可の初日が平成29年9月1日以降の者から館費（月
額）の値上げ（上記月額）。平成30年4月1日より全居室についても改訂。

博士、修士
研究生(正規課程に入学が決まった者）
在留資格「留学」

＊交流イベントに積極的に参加する者、渡日1年以内の者を優先とする。他、条件有り。
＊希望者は留学生担当窓口にて事前に確認のこと。

申請書は東京国際交流館ＨＰから取得のこと：
http://www.jasso.go.jp/ryugaku/kyoten/tiec/residence/bosyu/index.html

留学生担当
随時

随時

5/29 R-16 奨学
2018年度CWAJ外国人大学院女子奨学金
奨学生の募集

2,000,000円/年

女性(日本以外の国籍、日本に永住権を持たない者）
博士、修士
2018年度に学位取得を目的に在籍していること
年額150万を超える奨学金・助成金なし
詳細・願書DL：
http://cwaj.org/scholarship

直接

10/16（月）～
10/25（水）
最終日消印

有効

2018年2月頃

7/5 R-22 奨学
2018年度渥美国際交流奨学財団奨学生募
集

200,000円/月
期間：1年（2018.4～2019.3または2018.9～2019.8）

博士（OD含む）
受給期間に博士号取得見込みの者
5万円以上の他奨学金なし
面接予定：10/31～11/７
要項・申請書：
http://www.aisf.or.jp

直接
9/1（金 ）～
9/29（金）

10月18日まで
に１次選考の

結果通知

7/10 R-23
宿舎 時習学舎　入寮生募集のご案内

(男子学生対象）

【寮費】
１ヶ月：23,000円
共有施設：食堂、調理場、入浴施設、洗面所トイレ、洗濯機な
ど

詳しいことは下記に問い合わせ
http://www.jishugakusha.jp

直接
随時 随時

7/11 R-24 その他
第４０回エッセーコンテスト
＜私の見た日本と世界＞

最優秀賞1名　7万円
優秀賞4名　各3万円

応募資格：18歳以上。滞日または来日経験があり、日本語を母国語としない方。
※口頭発表会に出席できること(12月16日(土））
詳しいことは下記に問い合わせ
一般財団法人京都国際文化協会　ウェブサイト
http://kicainc.jp/

直接 10/20（金）

7/25 R-25 奨学
2018年度とうきゅう留学生奨学財団奨学生
候補者の募集

180,000円/月
期間：2年以内
(2018/4～2020/3）

博士(1983.4.1以降生まれ)
修士(1988.4.1以降生まれ)
アジア・太平洋地域諸国出身者
他奨学金・助成金36万円/年超なし
2ヶ月に１度の交流活動に参加出来る者
募集の詳細、申請書：
http://www.tokyu-f.jp/application.html

直接

9/1（金）～
9/29（金）17
時までに必

着
17:00郵送必

着

書類審査の結
果：11月下旬
までに本人に

郵送

8/3 R-26 奨学
平成30年度日本台湾交流協会奨学金留学
生（国内採用）募集

144,000円/月（修士・専門職）
145,000円/月（博士）
期間：2018.4～標準修業年限
授業料・帰国旅費補助

博士、修士、専門職（2018.4時点）
台湾籍、在留資格「留学」
1983年4月2日以降に出生した者
他の奨学金なし、在留資格が『留学』以外は不可、2018.4から長期間日本以外でのフィールドワーク、インターンシップ等を希望、予定し
ている者は不可、留年者及び標準修業年限を超えて大学に在籍しているもの不可
募集要項、申込用紙：https://www.koryu.or.jp/ez3_contents.nsf/Top/9842410276D26C1C4925816700246680?OpenDocument

直接

10/27
（金）

当日消印有
効

2月下旬

8/15 R-28-1 その他
2018年度10月日本語教育センター日本語
コース受講生募集
（「集中日本語コース」）

集中日本語コース：毎日集中的に日本語を学び短期上達を
計るコース。初級から中上級まで（中上級は週4日）

対象：留学生
開講期間：10月16日（月）～2月2日（金）
選考テストあり
筆記等：10月10日（火）　9:50～11:40頃
面接：10月10日（火）または11日（水）
受講申込書をDLし、必要事項を記入の上、留学生担当窓口にご提出ください(指導教員の先生のサインが必要です)。
コース詳細＆申込書：

https://webfs.adm.u-tokyo.ac.jp/public/IVCwwAxJeoCAXzwBut9d6LjktzGBbfDk8mfIKYL4UNHA

(直接アクセス出来ない場合、上記リンクをコピペしてください）

留学生担当

9/25
（月）

申込書
提出締切

10/12（木）
WEB上にて
結果発表

8/15 R-28-2 その他
2018年度10月日本語教育センター日本語
コース受講生募集
（「一般日本語コース」）

一般日本語ｺｰｽ：研究活動の傍ら週1～3回日本語を学ぶ人
たちのためのコース（初級～上級）

対象：留学生、外国人研究者、配偶者
開講期間：10月17日（火）～1月26日（金）
コース詳細：

https://webfs.adm.u-tokyo.ac.jp/public/IVCwwAxJeoCAXzwBut9d6LjktzGBbfDk8mfIKYL4UNHA

(直接アクセス出来ない場合、上記リンクをコピペしてください）

直接
日本語教育セ

ンター受付
-

8/15 R-29 宿舎
アジア文化会館（ABK）入館学生特別募集
(追加募集）

部屋代38,000円/月
入館料：70,000円(返還しません)
月例会費：500円/月
入館日：9月下旬～10月上旬

博士、修士、学部
アジア、アフリカ、ラテンアメリカ諸国
面接予定日：書類選考後通知
申込方法：まずはメールにて連絡
kaikan@abk.or.jp

直接 9月上旬 -

8/22 R-30 宿舎 社員寮への入居留学生募集

A. 東京都調布市八雲台（京王線 布田駅）
寮費 12,000円（含光熱費）/月　食費：朝食260円・夕食460円/
回

B. 東京都杉並区浜田山（浜田山駅）
寮費 12,000円（含光熱費）/月　朝食260円・夕食460円/回

C.東京都江戸川区清新町
(西葛西駅)
寮費 5,000円（含光熱費）,共 益 費：１ヶ月1,000円/月　朝食
250円・夕食500円/回

D.東京都足立区弘道
(五反野駅)
寮費 8,000円（クリーニング代、テレビ代は別途）,給水光熱費
1ヶ月1,000円、厚生費：1ヶ月1,000円、朝食２６２円、夕食４７３
円（朝の欠食は認められない。）

1) 在留資格「留学」
2) 博士、修士、学部（正規課程、標準修業年限内）
3) 私費留学生（月額10万円以上の奨学金受給者不可）
4) 本学宿舎の入居期間が残っていないもの

A.B.C.D: 男子  A,B:満30歳の誕生月で退寮
C:原則２２歳以上が申請可能
D:原則３２歳未満が申請可能

※詳細は留学生担当窓口へ

留学生担当

9/8
（金）

申請書は事
前に入手の

こと

学内面接後、さ
らに企業による

審査有り

8/22 R-31 奨学 2018年度野村財団外国人奨学生の募集
200,000円/月
期間：2年(2018.4～)

1) 博士、修士
2) 35歳まで（2018年4月現在）
3) 国費留学生及び他団体から月額５万円（年間６０万円）を超える奨学金の性質を有する給付金を受けていない者。
4) 在留資格が「永住」の者は対象外。
5) 提出書類は学生本人が財団HPにてアップロードし、推薦状は財団に郵送する。
6) 一次選考通過者に面接による二次選考。
募集要項＆マイページ
https://www.nomurafoundation.or.jp/scholar/guideline.html

直接

9/1（金）～
9/29（金）

17:00
必着

（Email,FAX,
持ち込み不

可）

選考結果は、本
人宛にEメール
にて通知しま

す。
1次選考

10月下旬～11
月上旬
2次選考

10月下旬～
12月

8/23 R-32 宿舎
JRF国際交流ビレッジ303号室の入居者募
集

専有面積：52.0㎡ 3DK
家賃：55,000円
共益費：3,000円
入居期間：2017.9～2018.3（延長の可能性有）
最寄駅：「新小岩」徒歩3分
入居形態：
夫婦・家族・本学留学生とのルームシェア可

日本語での日常会話が可能な者
日本での生活経験がある者
交流活動、各種行事に参加可能な者
入居申し込み相談：留学生・外国人研究者支援課
03-5841-2372
rsupport.adm@gs.mail.u-tokyo.ac.jp

留学生・外国
人研究者支

援課
先着順 -

8/25 R-33 奨学 2018年度似鳥国際奨学財団奨学生の募集

110,000円/月
期間：2018/4～2019/3
原則1年間
※ 合格者の内、選考総合順位が高かった一部の学生には月額 １
５ 万円支給

修士、学部１.2.3.4、博士前期課程の1年、修士博士連続コースに在籍する者も可
他奨学金なし
毎月奨学生レポート提出、交流会年2回
エントリー選考・WEBテスト11月
最終面接：1月中旬
応募エントリー：
http://www.nitori-shougakuzaidan.com/
似鳥国際奨学財団HP 内、『応募書類』ファイルを参照。
※ 選考でWEB テスト合格者のみ提出必要。応募時点での提出は不要。

直接
8/21（月）～
11/19（日）

2月上旬

8/31 R-34 その他
AEARU Student Physical Competition参加
学生の募集 日程2017年 11月2日～4日

ソウル大学校ピョンチャンキャンパス（大韓民国・平昌郡）
募集人数　2名を東京大学から推薦
費用・奨学金:参加費は無料。宿泊費（2泊）、食事、プログラム内の移動費は無料（プログラム側で負担）。
航空賃・保険料等は自己負担。本人が希望し、条件を満たす場合、旅費の一部として7万円の奨学金を支給する。
言語:英語
詳細は下記参照
http://www.u-tokyo.ac.jp/ja/administration/go-global/program/aearu-competition.html

本部国際交
流課

9月21日（木）
16:00必着 -

8/31 R-35 その他
平成29年度Aセメスター東京大学人文社会
系研究科・文学部国際交流室日本語教室
受講案内

スキル別科目
アカデミック科目
専門への入門科目
（詳細はHP）

対象：留学生
開講期間：9月25日（月）～1月15日（月）
日本語診断テスト受験必須
9/8（金）13:00～15:00 or 11日（月）10:00～12:00
（必ず前もってHPから申し込み）
コース詳細＆連絡先：
http://www.l.u-tokyo.ac.jp/nihongo/1index.html

直接
9/8（金）or11

（月）

9/11（月）
14:30～17:00

9/12（火）
10:00～13:00
日本語教室オ
フィスで受取

9/1 R-36 イベント
外国人留学生の「NHK交響楽団9月定期演
奏会」への招待

①9/16（土）6pm
②9/22（金）7pm

プログラム、招待人数、注意事項等はホームページでご確認下さい。東大留学生イベント情報：
http://www.u-tokyo.ac.jp/res03/i30_nhk_j.html

申込受付期間：9/4（月）～9/6（水）
申し込み方法：上記URLにアクセスし、ウェブフォームから直接申し込んでください。

留学生・外国
人研究者支

援課

9/6（水）
12:00

9/8（金）
17:00までに

当選者に連絡


