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出願
先

〆切 結果判明

6/3 R-19 宿舎 山上国際学寮

【月額】
シングル　6万円
ツイン     10万円
ファミリー14万円
(共益費込み）
水道・光熱費のみ別
途
敷金・礼金は一切不
要

三田線　春日駅
徒歩約10分

1. 東京都下の大学等に在籍する研究者および学部4年生以上お
よび大学院生と研究生の学生。国籍を問わないが最低在寮期間
は3ヶ月とする。
2. 留学生の場合、在留資格として「留学」を有する者。
3. 勉学の意志を持ち、共同生活による国際交流を通して自分を
作り上げていくことを望む者。
4. 山上国際学寮規則を守る者。
5. 入寮面接を経て、保証人を提示し、入寮許可を得た者。

詳しくはHPを参照してください。
http://www.tomisaka.jp/uphill/Uphill_jp.htm

直接 - 随時

1/4 R-68 宿舎
「東京国際交流館」
留学生入居者募集
（2022年3月～2023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

博士、修士(修業年限を超えて在籍していない者）
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。
（留学生担当の締切、大学本部の締切、東京国際交流館締切はそれ
ぞれ異なるため、余裕をもって留学生担当に問い合わせ・書類の準備
をしてください。特に大型連休等がある月の〆切は事前に留学生担当
に確認すること。）

申請書は東京国際交流館ＨＰから取得のこと：
https://www.jasso.go.jp/ryugaku/kyoten/tiec/residence/bosyu/ryuga
kusei.html
(コピー＆ペーストしてください）

留学生
担当 随時 -

7/4 R-21 奨学 2023年度渥美国際交流財団奨学生募集

250,000円/月
期間：1年（2023.4
～2024.3または
2023.9～2024.8）

博士（OD含む）
奨学金支給期間中（2024年3月まで）に博士号取得見込みの者
国際理解と親善に興味を持ち、交流活動に積極的に参加する意
思のある者
所属する研究科、居住地ともに関東地方にある者
正規の職（常勤職）に就く者は不可
月10万円以上の他奨学金なし
応募書類提出：9/1（木）から9/30（金）郵送17時必着
一次書類選考結果：10/15（土）までに郵送通知（追加書類提出
有）
予備面接予定：11/1（火）-11/9（水）
予備面接結果：11/18（金）までに通知
最終面接予定：12/3（土）
最終面接結果：12月中旬までに通知
募集要項・申請書：HPからDLしてください。
http://www.aisf.or.jp/jp/

直接

9/1（木）
～9/30

（金）郵送
１７時必

着

-

7/29 R-28 イベント

9-10月の講習会（ZOOM開催）
①はじめての本や論文の入手方法＠東京大学
（言語：日本語）
②First steps to serch for books and papers
（Language：English)

①
9 月29 日（木）
16:15～17:15
9月30日（金）
9:30～10:30
②
4thOct（Tue）
16:20～17:10
5thOct（Weｄ）
9:15～10:05

①「はじめての本や論文の入手方法＠東京大学（ゆっくり）」
　は、通常30分～40分程度の講習会を1時間をかけて日本語で
ゆっくり説明する講習会です。
②「First steps to search for books and papers」
　は英語で上記講習をおこないます。50分のコースとなります。

※申込・詳細（申込必須・開催日の1ヶ月前から申込可能）
https://www.lib.u-tokyo.ac.jp/ja/library/literacy

直接 - -

7/29 R-29 イベント
ZOOM開催
①短期集中就職支援（日本語／キャリア）
②OB・OG講話会

①
8月30日（火）・31日
（水）　短期集中（日
本語／キャリア）就
職支援講座
②
9月1日 （木）
留学生OB・OG講話
会

①短期集中（日本語／キャリア）就職支援講座
※JLPT　N2相当以上、かつ本講座初参加の方対象
※先着60名程度
8月30日（火）
　　・10時～12時；面接で日本語を話す（自己紹介／敬語の基
本）
　　・13時～15時；日本の就職活動の全体像
8月31日（水）
　　・10時～12時；業界・企業研究の方法と採用側の視点
　　・13時～15時；型を使って自己PRを書く
②留学生OB・OG講話会
※どなたでも参加できます
　9月1日（木）10時～12時
　　・前半（90分程度）；OB・OGによるプレゼンテーション
　　・後半（30分程度）；グループ別懇談会
　　・参加予定OB・OG（4名）；SONY、本田技術研究所、
ボストン・コンサルティング・グループ、日立製作所

＜申込＞以下URLからお申込みください。
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeuVVJUcHA8RZ
Tg9wFC-XK1xbpo7aVtTAm94DoTxBiYqMyPfw/viewform

直接 - -

8/4 R-30 奨学 2023年度野村財団外国人奨学生の募集
200,000円/月
期間：2年(2023.4
～)

1) 大学院生
2) 35歳以下（2023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）経済的援助を必要とすると認められ、学業成績が優秀な者
5) 日本国内在住（予定）、在留資格が「留学」の者
6) 最初にマイページを取得。提出書類は学生本人が財団HPに
てアップロードし、推薦状はアップロードもしくは財団へ郵送。
7) 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
※不明な点に関しては【よくあるご質問】を参考にすること

直接

9/1(木)
～9/30

(金)
17:00
必着

（Email,
FAX,持
ち込み
不可）

1次選考結果
10月下旬～12月

上旬（予定）
2次選考

10月下旬～12月
中旬（予定）
2次選考結果

12月～
2023年1月（予定）
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8/8 R-31 宿舎
樫山奨学財団令和４年度(秋）
奨学寄宿舎生の追加募集（203号室）

入居期間：2022年
10月～2023年9月
末（再契約で1年延
長可）

施設サービス費：
120,000円/1年

大学院正規課程在学者(研究生は不可）
※標準年限を超えて在籍するものを除く
在留資格「留学」　単身
生活困窮度の高い者
国際的立場から理解と親善に関心をもち貢献しうる者
入居申込書に記載の入居申込者の承諾条件を遵守できる者
日本語による意思疎通が可能である者
※採用された場合、施設サービス費の支払い（一括）必須。
※先着順。
※民間奨学金申請調書で申請のこと。民間奨学金申請調書は、留学
生担当websiteからDLできます。提出は窓口で。メール申請は不可。

留学生
担当

8/26
(金）
15時

-

8/9 R-32 奨学 2023年度ロータリー米山記念奨学生募集

140,000円/月（博
士・修士）
100,000円/月（学
部）
期間：1年または2
年

2023年4月に修士課程の1年・2年、博士課程の2年・3年、または
学部生の3年・4年に在籍の者
在留資格「留学」
学業、異文化理解、コミュニケーション力における熱意や優秀性
のある者
1978年4月2日以降の出生者(採用年の4/1時点で45歳未満の者)
他奨学金なし、過去に米山奨学金の受給歴なし
奨学（在籍）期間を1年以上有する者
月1回以上の例会へ出席（奨学金の直接受給、指導教員へロー
タリー主催の授与式等への参加依頼有）、年2回のレポート提
出、例会でのスピーチを行える者、その他の諸行事に積極的に
参加できる者、奨学期間終了後も近況報告等できる者
※選考試験日（予定）：12月15日
※民間奨学金申請調書を留学生担当窓口まで提出のこと。メー
ル申請は不可。
民間奨学金申請調書は、留学生担当websiteからDL。
　（8/26（金）15時〆切）

留学生
担当

8/26
（金）
15時

2023年3月末
までに通知

8/16 R-33 宿舎
「東京都太田記念館」
2022年10月入居者募集

個室利用料：30,000
円/月
入居期間：
2022年10月1日～
2024年9月30日
※課程修了まで

博士、修士、学部（入館期間中に大学の課程が修了したら退館）
単身者
北京市、他アジアの諸都市出身者（指定あり。HP参照）
過去に入居経験がない人
※選考において、北京市出身の方は有利になることがあります。
面談日：2022年9月5日（月）か6日（火）
詳細・入居申請書：HPを参照のこと。応募書類をDLし、 必要書
類一式を太田記念館管理事務室へ送付。
http://www.otakinen.com

直接

2022年
8/31
（水）
必着

2022年9/16
（金）
予定

8/16 R-34 奨学
2023年度日本台湾交流協会奨学金留学生（国
内採用）の募集

144,000円/月（修
士・専門職）
145,000円/月（博
士）
期間：2023.4～標準
修業年限
授業料・帰国旅費補
助（予算範囲内）

博士、修士､専門職（2023.4時点において）
※2023.4に正規生として進学予定の研究生も対象
台湾籍、在留資格「留学」
申請時（2022年10月）に日本在住の者
1988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、2023.4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
に在籍している者は不可
応募手続き：申請書類一式を郵送、チェックリストをメール送信
募集要項、申込用紙：
https://www.koryu.or.jp/business/scholarship/longterm/detail8.
html

直接

10/28
（金）

当日消
印有効

2023年
2月下旬～3

月上旬

8/16 R-35 奨学
令和5年度高久国際奨学財団外国人奨学生の
募集

70,000円/月
期間：1年(2023.4
～)

博士課程在籍（2023年4月時点で）
日本語能力試験1級に準ずる日本語能力
私費留学生　在留資格「留学」
東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城の大学在学者
毎月月例レポート（400字）の提出、および月例会（月一回・土曜
日）への出席義務あり
国際理解と親善に関心を持ち、貢献を意図する者
奨学金受給後も当財団と通信などを継続する意思のある者
本奨学生となった場合、他奨学金・助成金を受けていないこと
面接（書類選考通過者）：2023年2月土曜日、日曜日予定
募集の詳細、申請書：
http://www.takaku-foundation.com/

直接

11/1
（火）
～

11/30
（水）

当日消
印有効
(普通郵
便のみ

可）

書類審査の結
果：通過者本
人にメールに

て連絡
最終選考結
果：3月末


