
平成29年度　募集プログラム一覧

2018年度トルコ共和国政府奨学金
（サマースクール奨学金）留学生募集

トルコ 2018年7月16日～8月12日 サマースクール
プログラムの授業料無料、食事代、往復航空券代支
給

2018/3/31(土)

2018年9月～ 2018/3/22(木)

修士課程：3年間（語学研修期間：1年間、学業期間：2年間） 17時必着

博士課程：4年間（語学研修期間：1年間、学業期間：3年間）

受入機関により異なる。

※受入機関からフランダース政府
への申請締切：2018/4/30(月)

学士及び修士課程：最大10か月 留学 【学士及び修士課程】奨学金：月額500ﾕｰﾛ

PhD課程：最大11か月 他 【PhD課程】：月額670ﾕｰﾛ

研究生：最大1セメスター(5か月)
【研究生】：日額30ﾕｰﾛ及び宿泊のための月額300ﾕｰ
ﾛ

ラトビア語・ラトビア文学・ラトビア文化・歴史に関する修士
(最大2学年)

【サマースクール参加者】：一人あたり最大711ﾕｰﾛ

サマースクール参加者：約2週間

（ｵﾝﾗｲﾝ申請）

2018/3/6(火)

23時(ﾊﾝｶﾞﾘｰ時間)

（郵送）2018/3/7(水)

消印有効

2018年度コロンビア政府奨学金留学生募集 コロンビア 12～36か月（各課程により異なる） 留学研究
生活費支給：2.213.151ｺﾛﾝﾋﾞｱ・ﾍﾟｿ、授業料・登録料
全額支給、健康保険　他

2018/6/1(金)

2018/3/9(金)

16時必着

2018/2/8(木)

17時必着

2018/4/16(月)

16時必着

2018/2/21(水)

※別添1CSC電子申請について、1/23、1/29付
で修正がありましたので、応募予定者は必ずご
確認下さい。

2018年度インドネシア奨学金（ダルマシスワ
奨学金）留学生募集

インドネシア 1年間における、伝統舞踊、伝統音楽、彫刻、影絵人形芝居、インドネシア語及び地方語の分野のプログラム留学
奨学金：月額2,550,000-2,950,000ｲﾝﾄﾞﾈｼｱﾙﾋﾟｱ（ホス
ト校により異なる）、住居費、交通機関利用料

2018/2/18(日)

2018/2/16(金)

ﾊﾝｶﾞﾘｰ時間12時

2018/3/9（金）

16時必着

留学

研究

2018年9月1日－2019年7月31日 留学
【Postgraduateレベルの研究】月額80,000ﾌｫﾘﾝﾄ及び
住居費月額70,000ﾌｫﾘﾝﾄ

ｵﾝﾗｲﾝ申請締切： 2018/1/30(火)

短期研究(3～29日) 研究
【Postdoctoralレベルの研究】月額120,000ﾌｫﾘﾝﾄ及び
住居費月額80,000ﾌｫﾘﾝﾄ

23時（現地時間）

長期研究(1～10ヶ月)

※博士課程在籍者は応募不可。 郵送応募締切：

2018/1/31(水)

消印有効 （郵送のみ受付）

2018年9月1日以降～2019年7月31日 【学部・修士レベル】奨学金：月額40,460ﾌｫﾘﾝﾄ ｵﾝﾗｲﾝ申請締切： 2018/2/28(水)

【学部・修士レベル】3～10ヶ月 【博士レベル】奨学金：月額：140,000ﾌｫﾘﾝﾄ 23時（現地時間）

【博士レベル】1～10ヶ月 ※授業料免除

郵送締切：

2018/3/1(木)

消印有効（郵送のみ受付）

コースにより異なる 留学 奨学金：月額850US$ 2017/12/8(金)

1学年(最大8ヶ月間支給）or 夏期語学(3～4週間) 研究 授業料：大学により全額または一部を免除 14時必着

医療保険：有

プログラム名 場所 期間 内容・テーマ等 経費・奨学金等 締切

ラトビア政府奨学金 ラトビア 2018/4/1(日)

2018年度ハンガリー政府奨学金留学生夏
期コース募集

ハンガリー 2018年夏期2～4週間 短期留学 授業料免除、住居費免除、食事支給

2018年度大韓民国政府奨学金（大学院）
留学生募集

韓国 留学
往復航空旅費の支給、生活支援金：月額900,000ｳｫ
ﾝ、研究費、渡航一時金、語学研修費、論文印刷費、
健康保険料一部補助　他

2018年度ベルギー国フランダース政府
Master Mind Scholarship留学生募集

ベルギー
2018年9月から最低1学年(60単位)、最大で修士課程の
全修業年数(120単位)

留学 奨学金：1学年につき最大8,000ﾕｰﾛ

2018年度ポーランド政府奨学金留学生募集 ポーランド 2018年10月1日から2年間 留学 奨学金：月額1,350ｽﾞｳｫﾃｨ

2018年度インド政府奨学金留学生募集 インド 2018年授業開始月～卒業（学位取得）まで　※詳細は要確認留学
奨学金：月額5,500ﾙﾋﾟｰ～（学位により異なる）、授業
料等納付金支給、宿舎費支給、臨時費用支給あり、
医療費支給、論文作成費支給　他

2018年度オーストリア政府給費留学生募集 オーストリア 最高9ヶ月(2018年10月1日～2019年6月30日、延長申請可)留学
奨学金：月額1,050ﾕｰﾛ、旅費：実費支給
(上限1,460ﾕｰﾛ)、授業料免除

2018年度中国政府奨学金留学生募集 中国 各コースにより異なる 留学
学費免除、大学寮の寮費免除、総合医療保険料の
免除、生活費：月額2,500元～（各コースにより異な
る）

奨学金：月額296ﾕｰﾛ、住居費（寮）無料、医療保険、
食費補助：月額52.50ﾕｰﾛ

2018/3/31(土)

2018-2019年度ハンガリー政府奨学金（研
究コース）留学生募集

ハンガリー

2018-2019年度ハンガリー政府Stipendium
Hungaricum奨学金留学生募集

ハンガリー 各課程により異なる 留学
奨学金：月額130ﾕｰﾛ（博士課程450-580ﾕｰﾛ）、授業
料免除、医療保険

2018年度ベルギー国フランス語圏共同体奨
学金留学生募集

ベルギー 2018年9月～（12ヶ月間）※修士課程、上級修士課程および博士課程への留学を希望する者（すでに博士号を取得している者は除く）で、修士号を取得しており（2018年4月1日現在）、成績優秀な者【応募資格変更通知(2018/1/15)】留学

奨学金：月額963.29ﾕｰﾛ、授業料等の支給、国内旅
費、教材費論文作成費、傷害疾病保険有、往復航空
旅費
支給　他

留学

2018年度イスラエル政府奨学金留学生募
集

イスラエル

2018-2019年度スロベニア政府奨学金留学
生募集

スロベニア 3～10ヶ間

2018-2019年度ハンガリー政府奨学金（ハ
ンガリー語・文化コース）留学生募集

ハンガリー
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プログラム名 場所 期間 内容・テーマ等 経費・奨学金等 締切

奨学金：月額800,000ｳｫﾝ 2017/10/20(金)

学費：授業料免除（上限5,000,000ｳｫﾝ） 17時必着

往復航空旅費支給、語学研修費支援、健康保険　他

各課程により異なる 留学
奨学金：メキシコシティで定める新たな単位UMAの4
倍、2017年は9,604.80ペソ相当支給、授業料・登録料
支給、

オンライン申請： 2017/9/28(木)

（2018年3月1日～12月5日内に開始） 研究
往復航空券（エコノミークラス）支給、総合医療保険
（奨学金支給開始後4ヶ月目から適用）他

15時まで

留学 月額：1,500ﾕｰﾛ 2018/2/7(水)

研究 ※博士課程レベル 16時必着

日本を含む14ヶ国を対象。日本人推薦枠最大10名。

2018年9月～（最大3年） 奨学金：月額1,920ｽｲｽﾌﾗﾝ（ﾎﾟｽﾄﾞｸ: 3,500ｽｲｽﾌﾗﾝ）

（コースにより異なる）
健康保険・授業料免除・住居手当・公共交通機関半
額
ﾊﾟｽｶｰﾄﾞ(1年有効）・復路航空券代　他

奨学金：月額150ﾕｰﾛ 2017/9/6(水)

授業料及び関連経費免除、食費無料、宿舎提供、
救急医療費無料、一時金200ﾕｰﾛ　他

必着

2017/12/1(金)

※現地時間

奨学金：月額750ﾕｰﾛ 2017/10/13(金)

健康保険料・旅費上限1,400ﾕｰﾛ・研究補助費260ﾕｰ
ﾛ・
ドイツ語語学研修の費用負担　など

17時必着

奨学金：月額1,000ﾕｰﾛ 【2018年4月以降出発】

健康保険料・旅費875ﾕｰﾛ 2017年11月15日（水曜日）消印有効

【2018年10月以降出発】

2018年4月30日（月曜日）消印有効

奨学金：月額750～1,000ﾕｰﾛ 2017/10/13(金)

健康保険料・旅費上限1,400ﾕｰﾛ・研究補助費260ﾕｰ
ﾛ・ドイツ語語学研修の費用負担　など

17時必着

（学位取得）10ヶ月～24ヶ月（支給：2018年10月から） 留学 奨学金：月額750ﾕｰﾛ 建築：2017/9/30(土)

（学位取得以外）原則1年 研究
健康保険料・旅費上限1,400ﾕｰﾛ・研究補助費260ﾕｰ
ﾛ・ドイツ語語学研修の費用負担　など

音楽・舞台芸術：2017/10/31(火)

造形芸術：2017/11/30(木)

※全て消印有効

最大5年半 留学 奨学金：月額8,000～19,323ルピー

（コースにより異なる） 研究 （学位により異なる）

住居手当・往復航空券・ 論文作成支援金 他

奨学金：月額5,000ﾏｹﾄﾞﾆｱﾃﾞｨﾅｰﾙ（約€82）

授業料免除、健康保険加入料免除、寮費・食費免
除、日本からの渡航費返還　他

2017年9月～ 奨学金：月額100ｸｳｪｰﾄ･ﾃﾞｨﾅｰﾙ 2017/6/22(木)

2018年8月(予定) 生活費一部補助：50ｸｳｪｰﾄ･ﾃﾞｨﾅｰﾙ 現地必着

往復航空授業料免除・宿舎費免除・食事支給　など

奨学金：900ユーロ ｵﾝﾗｲﾝ登録：

授業料：正規課程は原則無料、健康保険加入料免除
（ｺｰｽにより異なる）

2017/5/11(木)

午前7:00

和文出願書類提出：2017/5/12(金)

午前12:00

奨学金：月額4,500ルピー 2017/5/ 9(火)

国際便往復渡航費、書籍代年額1,000ルピー、入学
金免除　他

午後5時必着

2018年度大韓民国政府奨学金（学士課程）
留学生募集

大韓民国 最長5年間（2018年3月1日～2023年2月28日） 留学

2018年度メキシコ政府奨学金アカデミック
プログラム留学生募集

メキシコ

2018-2019年度フィンランド政府奨学金留学
生募集

フィンランド 3～9ヶ月

2018年度スイス政府奨学金留学生募集 スイス

奨学金・大学登録料：月額140,000ｱｲｽﾗﾝﾄﾞ･ｸﾛｰﾅ、
大学寮入寮可

2018年度ドイツ学術交流会(DAAD)学部卒
業(又は見込み)生のための留学奨学金留
学生
募集

ドイツ 10ヶ月～24ヶ月 留学

留学研究 2017/11/17(金) 16時

ギリシャ政府奨学金財団奨学金（現代ギリ
シャ語・文化専攻）留学生募集

ギリシャ 8ヶ月間（2017年10月～2018年5月） 短期留学

2018年度ドイツ学術交流会(DAAD)大学院
生および若手研究者のための研究奨学金
（短期）留学生募集

ドイツ 1ヶ月～6ヶ月（延長なし） 研究

2018年度ドイツ学術交流会(DAAD)大学院
生および若手研究者のための研究奨学金
留学生
募集

ドイツ 最長4年 研究

2018-2019年度アイスランド政府奨学金留
学生募集

アイスランド 支給期間：2018年9月1日～2019年4月30日 留学

2018年度ドイツ学術交流会(DAAD)音楽・美
術・建築学部卒業(又は見込み)生のための
留学奨学金留学生募集

ドイツ

2017-2018年度インド政府奨学金（伝統医
学分野）留学生募集

インド 2017/7/7(金)

2017-2018年度マケドニア政府奨学金留学
生募集

マケドニア 学士課程 留学 2017/6/16(金)

2017年度インド政府ヒンディー語研究奨学
金留学生募集

インド 1学年間(2017年8月1日～2018年4月30日) 留学

2017-2018年度クウェート政府奨学金留学
生募集

クウェート 留学（アラビア語）

2017年度イタリア政府奨学生留学生募集 イタリア ｺｰｽにより異なる 短期留学


