
平成26年度 募集プログラム一覧

プログラム名 場所 期間
内容・

テーマ等
経費・奨学⾦等 締切

2015－2016年度ブルネイ・ダルサラーム⼤学国政府
奨学⾦留学⽣募集

ブルネ
イ・ダル
サラーム

コースにより異なる 留学
⽉額：500ブルネイドル、授業料、
航空券等

2014/12/15

2015年度インドネシア政府奨学⾦留学⽣募集
インドネシア芸術と⽂化
特別プログラム:ASEANコミュニティ2015

インドネ
シア

2015年3⽉2⽇〜
2015年6⽉15⽇

短期留学
⽉額：1,500,000ルピア
他：授業料、往復航空券、⾷事付下
宿、健康保険

2014/11/6

2015年度コロンビア政府奨学⾦
コロンビ
ア

修⼠課程：24ヶ⽉
研究課程：12ヶ⽉

留学
研究

⽉額⽣活費、教科書・学⽤品代、準
備費⽤、授業料・登録料、健康保険

2014/11/28

アラブ⾸⻑国連邦(UAE)
マスダル科学技術⼤学院(MIST)⽇本⼈奨学⽣募集

アラブ⾸
⻑国連邦

要問合せ 留学
授業料全額、教材費、ノートPC、健
康保険、⽣活費他

要問合せ

第43期⽇墨戦略的
グローバル・パートナーシップ研修計画

メキシコ
2015年8⽉中旬〜2016年7
⽉末

留学
インターン
シップ

⽉額：9,084.15ペソ
他：医療保険、⼊学⾦・授業料免
除、東京-メキシコシティ間往復航空
券

2015/2/6

2015年度イスラエル政府奨学⾦留学⽣募集
イスラエ
ル

1)1学年間コースあるいは
調査研究奨学⽣：最⼤8ヶ
⽉間
2)夏季語学コース：3〜4週
間

留学
短期留学

⽉額：850USドル
他＊授業料(全額・半額・⼀部)、医
療保険。住居費、往復渡航費⽤等は
⾃⼰負担

2014/12/5

2015年度⼤韓⺠国政府奨学⾦(学⼠課程)留学⽣募集 韓国
2015年3⽉1⽇〜
2020年2⽉28⽇(最⻑5年)

留学

⽉額800,000ｳｫﾝ
渡航⼀時⾦200,000ｳｫﾝ
他：帰国⼀時⾦100,000ｳｫﾝ、授業料
免除、健康保険、1年以内の語学研修
費⽤、往復航空旅費

2014/10/29
17：00必着

2015年度スイス政府奨学⾦留学⽣募集 スイス
2015〜2016年
(各コースにより異なる)

留学
美術、ポストドクター、研究の各
コースにより異なる

2014/11/21
16:00必着

2014-2015年度オマーン政府奨学⾦
留学⽣募集

オマーン 2014年9⽉〜 留学

⽉額：200オマーン・リアル(約
520USドル)
他：授業料・宿舎費免除、⽇本帰国
⽤往復航空券(年1回)、雑費⽀給

第1回：
2014/8/25

第2回：
2014/11/25

2015年度ドイツ学術交流会(DAAD)奨学⽣募集
学部卒業（または⾒込み）⽣・⼤学院⽣および
若⼿研究者のための研究・留学奨学⾦

ドイツ

a) 2015年4⽉以降 1〜
36ヶ⽉
b) 2015年10⽉以降 10〜
24ヶ⽉

a) 研究
b) 留学

⽉額は奨学⽣の学歴に応じる。750
ユーロ(学部卒以上)、1,000ユーロ
(博⼠号取得のための研究者、博⼠号
取得者)
他：健康保険料、旅費

2014/9/26

2015年度ドイツ学術交流会(DAAD)奨学⽣募集
⾳楽・美術・建築学部卒業（または⾒込み）⽣
のための留学奨学⾦

ドイツ 10ヶ⽉〜24ヶ⽉ 留学
⽉額：750ユーロ
他：ドイツ健康保険料、旅費、留学補
助費、語学研修期間の受講・宿泊費⽤

2014/9/26

2015年度メキシコ政府奨学⾦留学⽣
特別プログラム募集

メキシコ プログラムにより異なる 留学 プログラムにより異なるため要確認 2014/8/29

2015年度メキシコ政府奨学⾦留学⽣
アカデミックプログラム募集

メキシコ コースにより異なる 留学
⽉額：8,074.80ペソ⽀給
他：授業料、登録料、メキシコまで
の往復航空券

2014/7/31

2014-2015年度クウェート政府奨学⾦留学⽣募集
クウェー
ト

2014年9⽉〜
2015年8⽉

留学

⽉額：100クウェートディナール
⼀部補助⾦：各学期50クウェート
ディナール
他：授業料・宿舎費免除、⾷事･往復
航空券⽀給

2014/7/3
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ギリシャ財団等によるサマーアカデミー開催 ギリシャ
2014年8⽉25⽇〜
8⽉31⽇

短期研修
費⽤：500ユーロ(宿泊費、⾷費、現
地交通費等含む)、往復旅費⽀給なし

2014/6/30

アラブ⾸⻑国連邦(UAE) マスダル科学技術⼤学院
(MIST)
⽇本⼈奨学⽣募集

アラブ⾸
⻑国連邦
(UAE)

要問い合わせ 留学
授業料、教材費、住居費、健康保
険、⽣活費、往復旅費等

要問い合わせ

2014年度メキシコ政府奨学⾦留学⽣募集 メキシコ コースにより異なる 留学
⽣活費：⽉額7,771.20ペソ、授業
料、登録料、⽇本からメキシコまで
の往復航空券⽀給 他

2014/8/29

2015年度⽇本⼈対象アメリカ留学
フルブライト奨学⽣募集

アメリカ 2015年7⽉〜渡⽶ 留学
往復渡航費、⽣活費（留学先により
異なる）、授業料 他

2014/5/31

2014年度チェコ共和国政府奨学⾦
（サマースクール奨学⾦）留学⽣募集

チェコ 受⼊⼤学により異なる 短期留学
奨学⾦：学⼠保有者9,000コルナ、
修⼠保有者9,500コルナ、交通費⽀
給なし

2014/3/10

2014-2015年度ハンガリー政府奨学⾦
留学⽣募集（⼀般奨学⾦・夏期コース）

ハンガ
リー

2014年コース開始⽉〜
2015年6⽉
(各コースあり)

短期留学
奨学⾦（コースにより異なる）、往
復旅費⽀給なし

2014/4/7

2014年度⼤韓⺠国政府奨学⾦（⼤学院）留学⽣募集 ⼤韓⺠国
給費期間：2014年9⽉〜
修⼠課程：3年間
博⼠課程：4年間

留学

往復航空旅費の⽀給、奨学⾦：⽉額
900,000ウォン、学費、研究費、渡
航⼀時⾦：200,000ウォン、語学研
修費：全額 他

2014/3/28

2014-2015年度ハンガリー政府
Stipendium Hungaricum奨学⾦留学⽣募集

ハンガ
リー

給費期間：2014年9⽉〜
※コースにより給費期間は
異なる。

留学

授業料免除、奨学⾦ （博⼠課程）：
⽉額100,000ハンガリー・フォリン
ト、（その他）：⽉額40,460ハンガ
リー・フォリント 他
※往復旅費の⽀給はなし。

2014/3/15

2014年度中国政府奨学⾦留学⽣募集 中国
2014年9⽉〜
※コースにより給費期間は
異なる。

留学

奨学⾦：⽉額1,400元〜
※コースにより異なる。
学費免除、外来医療費の補助、到着
⼀時⾦⽀給 他
※往復旅費の⽀給はなし。

2014/2/28

2014年度ポーランド政府奨学⾦留学⽣募集
ポーラン
ド

2014年10⽉1⽇から2年間 留学
奨学⾦：⽉額1,350ズウォティ
※往復旅費の⽀給はなし。

2014/4/11

2014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（2014年10⽉1
⽇〜2015年6⽉30⽇、延⻑
申請可）

短期留学
奨学⾦（コースにより異なる）、旅
費：1,460€を上限に⽀給、授業料免
除 他

2014/3/7

2014年度インド政府奨学⾦留学⽣募集 インド
2014年授業開始⽉〜卒業
（学位取得）まで

留学

奨学⾦⽀給、授業料等納付⾦免除、
宿舎費、臨時費⽤⽀給（コースによ
り異なる）※往復旅費の⽀給はな
し。

2014/2/7

2014年度ベルギー国フランダース政府
奨学⾦留学⽣募集

ベルギー
（オラン
ダ語圏）

2014年10⽉から10ヶ⽉間 短期留学
奨学⾦：⽉額840€、授業料等・往復
航空旅費の⽀給あり（上限あり）
他

2014/3/6

2014年度スロベニア政府奨学⾦留学⽣募集
スロベニ
ア

2014年10⽉1⽇〜
2015年9⽉30⽇までの
通常3ヶ⽉〜10ヶ⽉間

短期留学
奨学⾦：⽉額286€、宿舎費免除など
※授業料は免除されない。

2014/3/31
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2014年度スウェーデン政府奨学⾦留学⽣募集
スウェー
デン

給費期間：2014年9⽉〜
2015年5⽉（最⼤9ヶ⽉
間）

短期留学
⽉額：15,000スウェーデンクローナ
（博⼠課程）、18,000スウェーデン
クローナ（ポストドクター研究）

2014/3/7

2014-2015年度ブルネイ・ダルサラーム国政府奨学⾦
留学⽣募集

ブルネ
イ・ダル
サラーム

給費期間：2014年7/8⽉か
ら（期間は各コースにより
異なる）

留学
授業料免除、往復航空券、奨学⾦
500ブルネイ・ドル/⽉ など

2014/1/17

2014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
給費期間：2014年10⽉か
ら12カ⽉間

留学
奨学⾦：⽉額905.85€、授業料⽀給
（原則として全額⽀給）、往復航空
旅費（東京・ブリュッセル間）など

2014/3/6

2014年度インドネシア政府奨学⾦
（ダルマシスワ奨学⾦）留学⽣募集

インドネ
シア

6ヶ⽉、１年プログラムあ
り / インドネシアの⾔語・
芸術・⾳楽・⼯芸を学ぶ

短期留学
留学

奨学⾦：⽉額2,000,000ルピア、授
業料無料など

2014/1/20

2014-2015年度アイスランド政府奨学⾦留学⽣募集
アイスラ
ンド

受給期間：2014年9⽉1⽇
〜
2015年4⽉30⽇

留学
奨学⾦：⽉額130,000ISK（アイス
ランド・クローネ）、登録料免除、
授業料無料

2014/2/1

2014-2015年度フィンランド政府奨学⾦留学⽣募集
フィンラ
ンド

受給期間3〜9ヶ⽉ 短期留学 奨学⾦：⽉額1,200€ 2014/1/31


