私費外国人留学生学習奨励費（6か月採用）
対象：新領域創成科学研究科に正規生あるいは研究生として在籍する私費外国人留学生であり、かつ、在
留資格「留学」を有する者。国費外国人留学生及び外国政府の派遣する留学生は申請できない。
条件：学業・人物ともに優れ、経済的理由により修学に困難があり、かつ次の１～７の条件を満たす者。
1. 前年度の成績評価係数が、2.3以上であり、受給期間中においてもそれを維持する見込みのあるも
の。（計算方法及び詳細は、応募者データシートを参照すること）
2. 以下に定める日本語または英語能力を有している者。
日本語能力：日本語能力試験N2レベル以上
英語能力：CEFR B2レベル以上（TOEFL iBT 72, IELTS 5.5、TOEIC L&R 785等）
もしくは、日本語または英語を主言語として学位を取得したもの。
3. 学習奨励費受給後に、JASSOが在籍大学を通じて行う進路状況調査に協力できる者。なお、この進
路状況調査は、長期に渡り継続的に実施するものである。
4. 仕送りが平均月額90,000円以下であること。（入学料・授業料等は含まない）
5. 学習奨励費との併給を制限されている奨学金等の給付を受けていない者。
6. 在日している扶養者の年収が500万円未満であること。
7. JASSOの海外留学支援制度による支援を受けていない者。
奨学金枠：4枠
給付月額：48,000円
給付期間：2021年10月～2022年3月（6か月）
提出書類：
1. 応募者データシート（Applicants Data Sheet）：Excelファイル
（①「応募者データ」②「計算シート」の２シートを記入すること）
2. 民間奨学金申請調書：WordファイルまたはPDFファイル
3. 成績証明書（昨年度、または直近1年の成績が記載されているもの）：PDFファイル
4. 日本語または英語能力証明の写し：PDFファイル
5. 在留カードの写し：PDFファイル
6. 学生証の写し：PDFファイル
応募締切：2021年9月17日（金）午後5時（日本時間）
応募方法：
上記①∼⑥を国際交流室へメールで（ilo@edu.k.u-tokyo.ac.jp）提出。
件名を「JASSO Application」とすること。
様式①、②はウェブサイトよりダウンロードできます。
今後の予定：
科内選考の結果はメールにて通知します。給付が決まった方には、下記の書類を提出していただきま
す。また、国際交流室にて在籍確認の署名が必要になります。
a) 学習奨励費申請書原本
b) ゆうちょ銀行通常口座通帳の写し（口座名義および口座番号が記載されたページ）
問合せ：
新領域創成科学研究科 国際交流室

JASSO Honors Scholarship for Privately-Financed International Students (6-month slot)
This scholarship aims to support privately financed international students in master’s/doctoral courses and
research students of GSFS, whose visa status is “college student (留学ryuugaku)”. Students with the MEXT
scholarship and any foreign governmental scholarship, are not eligible to apply.
Eligibility: Applicants must meet the following conditions
1. Applicants must have a GPA of 2.30 or more in the last academic year, and will be able to maintain the
same GPA during the scholarship period. (How to calculate the GPA, refer to Applicants Data Sheet.)
2. Applicants must have graduated from a degree course mainly taught in Japanese or English; or have
proficiency in Japanese or English at the following levels:
Japanese: JPLT level N2 or higher,
English: CEFR level B2 or higher (e.g. TOEFL iBT 72, IELTS 5.5, TOEIC L&R 785)
3. Applicants must agree to cooperate in the career path survey conducted by JASSO after the scholarship
is granted.
4. Allowances (excluding enrollment fee, tuition fee, etc.) received by applicants’ financial supporters such
as parents must not exceed an average of 90,000 yen per month.
5. If the applicant has a financial supporter in Japan, his/her annual income must be less than 5 million yen.
6. Applicants must not be receiving a scholarship that cannot be combined with other scholarships.
7. Applicants must not be receiving support under JASSO’s international students support program.
Slots: 1
Monthly stipend: 48,000Yen
Duration：October 2021 - March 2022 (6 months)
Documents to be submitted:
(1) Applicants Data Sheet (Two sheets, ①Applicant Data and ②GPA, must be filled up): Excel file
(2) 民間奨学金申請調書Minkanshougakukinshinseichousho (2 pages) : Word or PDF file
(3) Academic transcript having your last one year’s scores : PDF file
(4) Copy of either Japanese or English Proficiency Test score: PDF file
(5) Copy of your residence card: PDF file
(6) Copy of your Student ID card: PDF file

Application Due: Friday, September 17th 2021 by 17:00 (Japan Time)
Where to apply:
Send application materials (1) to (6) via e-mail with the subject line “JASSO Application” to the
International Liaison Office (ilo@edu.k.u-tokyo.ac.jp).
Form (1) and (2) are available at the website.
Schedule:

ILO will notify all applicants of the result via e-mail. Successful candidates must submit
following documents and visit the ILO office for signature in order to receive the stipend:
a) JASSO Application form
b) a copy of Japan Post Bank “ゆうちょ銀行Yucho Ginko” account book.

Inquiry:

International Liaison Office, the Graduate School of Frontier Sciences
(Room 120, Building of Environmental Studies, Kashiwa campus)

