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内容・

テーマ等
経費・奨学⾦等 締切

2016-2017年度 ハンガリー政府
Stipendium Hungaricum
奨学⾦留学⽣募集要項

ハンガリー コースにより異なる
留学
研究

⽉額：40,460フォリント〜（コースにより異なる）
他：学費免除・住宅費（⽉額：30,000フォリン
ト）・医療費

2016/3/16(⽔) 
現地時間

2016-2017年度 ハンガリー政府奨学⾦留学
⽣募集要項（⼀般奨学⾦・夏期コース）

ハンガリー コースにより異なる
留学
研究

⽉額：40,460フォリント〜（コースにより異なる）
他：授業料免除・住宅費免除・⾷事⽀給

オンライン
2016/3/18(⾦)
現地時間 23時
郵送
2016/3/22(⽕)
消印有効

2016年度 ポーランド政府奨学⾦留学⽣募集
要項

ポーランド
2016年10⽉1⽇
から2年間

留学
⽉額：1,350ズウォティ
他：学⽣向け割引サービス・学⽣寮の⼿配(有料)

2016/3/11(⾦)
16時必着

2016-2017年度 フィンランド政府奨学⾦留
学⽣募集要項

フィンラン
ド

3〜9ヶ⽉
留学
研究

⽉額：1,500EUR
他：交通費

2016/2/9(⽕)
16時必着

2016年度 中国政府奨学⾦留学⽣募集要項 中国  学位により異なる 留学
⽉額：2,500〜3,500元(学位により異なる)
他：学費免除・外来医療費の補助・⼤学寮の寮費免除

2016/2/9(⽕)
16時必着

2016年度 インドネシア政府奨学⾦（ダルマ
シスワ奨学⾦）留学⽣募集要項

インドネシ
ア

1年間 留学

 ⽉額：2,000,000ルピア
 （内訳）⇒⽣活費(1,200,000)・参考書⼿当
(200,000)・交通費(200,000)・医療費(200,000)・
その他雑費(200,000)

2016/2/17(⽔)
16時必着

2016-2017年度 スロベニア政府奨学⾦留学
⽣募集要項

スロベニア コースにより異なる
留学
研究

⽉額：286EUR
他：寮費無料・健康保険料・⾷費（⽇額：
2.63EUR）

2016/3/31(⽊)

2016-2017年度 ハンガリー政府
Stipendium Hungaricum奨学⾦留学⽣募集
要項

ハンガリー コースにより異なる 留学
⽉額：40,460フォリント
他：授業料免除・宿泊費(30,000フォリント)・医療
保険付

2016/3/1(⽕)
※現地時間

2016年度 インド政府奨学⾦留学⽣募集要項  インド
 2016年授業開始⽉〜
卒業（学位取得）まで

留学
⽉額：5,500〜7,500ルピー(学位により異なる)
他：授業料免除・宿⾷費（4,500か5,000ルピー：都
市により異なる）

2015/12/28(⽉)

2016-2017年度 ブルネイ・ダルサラーム
国政府奨学⾦留学⽣募集要項

ブルネイ・
ダルサラー
ム

コースにより異なる 留学
⽉額：500BND（ブルネイ・ドル）
他：参考書補助費(年600BND)・⾷費（⽉150BND）

2016/1/9(⼟)

第44期  ⽇墨戦略的グローバル・パートナー
シップ研修計画 スペイン語・メキシコ⽂化
コース募集要項

メキシコ
2016年8⽉中旬〜
2017年7⽉末

語学留学
⽉額：9,084.15ペソ
他：医療保険・⼊学⾦、授業料免除・渡航費(東京－
メキシコ・シティー間の往復航空券を⽀給)

2016/2/5(⾦)
15時必着

第44期  ⽇墨戦略的グローバル・パートナー
シップ研修計画 専⾨コース募集要項

メキシコ
2016年8⽉中旬〜
2017年7⽉末

留学
研究

⽉額：9,084.15ペソ
他：医療保険・⼊学⾦、授業料免除・渡航費(東京－
メキシコ・シティー間の往復航空券を⽀給)

2016/2/5(⾦)
15時必着

2016年度 ベルギー国フランダース政府奨学
⾦留学⽣募集要項

ベルギー
 2016年9⽉〜
原則として1学年

留学  奨学⾦：1学年につき最⼤7,500EUR
2016/2/3(⽔)
午後4時必着

2016年度 ベルギー国フランス語圏共同体奨
学⾦留学⽣募集要項

ベルギー
2016年9⽉〜
12ヶ⽉

留学

 ⽉額：916.89EUR
着後⼀時⾦：123.95EUR
他：授業料(原則全額⽀給)・往復航空旅費（東京・ブ
リュッセル間、エコノミークラス）・研究の為の国内
旅費、書籍費(247.90EUR)

2016/2/3(⽔)
午後4時必着
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2016年度イスラエル政府奨学⾦留学⽣募集
要項

イスラエル

(A)1学年間コースある
いは調査研究奨学⽣
最⼤8か⽉間
(B)夏期語学コース
3〜4週間

語学留学
研究

⽉額：850US$
他：授業料(⼤学により、全額または⼀部を免除)・医
療保険

2015/12/11(⾦)
午後2時必着

2016年度 ⼤韓⺠国政府奨学⾦（学⼠課程）
留学⽣募集要項

韓国
最⻑5年間（2016/3/1
〜2021/2/28）

留学
⽉額800,000ウォン
他：授業料免除・渡航⼀時⾦(200,000ウォン)・帰国
⼀時⾦(100,000ウォン)

2015/10/27(⽕)
17時必着

2016年度スイス政府奨学⾦留学⽣募集要項 スイス
2016年9⽉〜
最⻑12ヶ⽉
(コースにより異なる)

留学
研究

⽉額：1,920スイスフラン〜
他：学費免除・健康保険料・１年間の公共交通機関パ
スカード 等

2015/11/13(⾦)
16時必着

2016年度ドイツ学術交流会（DAAD）留学
奨学⾦募集要項【DAAD学部卒業（または⾒
込み）⽣のための留学奨学⾦】

ドイツ コースにより異なる
留学
研究

⽉額：750ユーロ
他：旅費(1,400ユーロ)・研究補助費(260ユーロ)等

2015/10/30(⾦)
17時必着

2016年度ドイツ学術交流会（DAAD）研究
奨学⾦募集要項【DAAD⼤学院⽣および若⼿
研究者のための研究奨学⾦】

ドイツ コースにより異なる
留学
研究

⽉額：750ユーロ(学部卒以上)・1,000ユーロ(博⼠号
取得者)
他：旅費(1,400ユーロ)・健康保険料等

2015/10/30(⾦)
17時必着

2016年度ドイツ学術交流会（DAAD）奨学
⽣募集要項【DAAD⾳楽・美術・建築学部卒
業⽣のための留学奨学⾦】

ドイツ

（学位取得を⽬的とす
る場合）10〜24ヶ⽉
（学位取得を⽬的とし
ない場合）原則１年

留学
⽉額：750ユーロ(学部卒以上)
他：旅費(1,400ユーロ)・研究補助費（260ユーロ）

2015/10/31(⼟)
消印有効

2015-2016年度インド政府奨学⾦（伝統医
学分野）留学⽣の募集

インド

⼤学・⼤学院・学術博
⼠
3年〜（コースにより
異なる）

留学
研究

⽣活費(⽉額)：8,000ルピー〜(コースにより異なる)
他：⽇本からインドまでの往復航空券⽀給、家賃補
助・家族⼿当など

2015/7/8

2016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要項

メキシコ

学⼠課程：1課程(3ヶ
⽉〜6ヶ⽉)
修⼠課程：2年
博⼠課程：3年

留学
研究

⽉額：8,412.00ペソ〜(コースにより異なる)
他：⽇本からメキシコまでの往復航空券⽀給

2015/8/31
16時まで

2015-2016年度クウェート政府奨学⾦留学
⽣募集

クウェート
2015年9⽉〜
2016年8⽉（予定）

留学
奨学⾦：⽉額100クウェート・ディナール(約4万円)
他：往復空港券⽀給、授業料免除、宿泊費免除、⾷事
⽀給

2015/6/2
現地必着

メキシコ政府奨学⾦特別プログラム2015留
学⽣募集

メキシコ コースにより異なる
留学
研究

⽉額：メキシコシティで定める最低賃⾦の5倍
（現在、10,515.00ペソ⽀給）

2015/8/14

2015-2016年度ハンガリー政府奨学⾦留学
⽣募集

ハンガリー コースにより異なる 留学
⽉額：40,460フォリント〜(コースにより異なる)、
他

2015/4/30

2015年度トルコ共和国政府奨学⾦（学部・
⼤学院）留学⽣募集

トルコ 要問合せ
留学
研究

⽉額：250USドル(学部⽣)、360USドル(修⼠)、
500USドル(博⼠)、900USドル(研究⽣)、寮費免
除、健康保険、語学学習受講、交通費等

2015/3/31

2015年-2016年度ハンガリー政府奨学⾦留
学⽣募集

ハンガリー
2015年6⽉〜
（コースにより異な
る）

留学
⽉額：40,460フォリント〜（コースにより異な
る）、住居費等

2015/4/8

2015年度⼤韓⺠国政府奨学⾦（⼤学院）留
学⽣募集

韓国
2015年9⽉〜
修⼠課程：3年間
博⼠課程：4年間

留学
⽉額：900,000ウォン
他：学費・⼊学⾦、語学研修費、往復航空旅費、渡航
⼀時⾦

2015/3/27
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2015年アラブ⾸⻑国連邦(UAE)マスダル科
学技術⼤学院(MIST)⽇本⼈留学⽣募集

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、他 2015/5/31

2015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
2015年8⽉1⽇〜
2016年4⽉30⽇

留学
⽉額：3,500ルピー
書籍代：年間1,000ルピー
他：国際線往復渡航費

2015/2/27
17:00必着

2015-2016年度リトアニア政府奨学⾦ リトアニア コースにより異なる
留学
短期留学
研究

⽉額：950ユーロ、授業料免除等
(コースにより異なる)

2015/4/1

2015年度中国政府奨学⾦留学⽣募集 中国 コースにより異なる 留学
⽉額：2,500元〜(コースにより異なる)
他：学費免除、寮費免除等

2015/3/4
16:00必着

National Research Foundation
Environmental And Water Technologies
PhD Scholarship 2015

シンガポー
ル

2015年8⽉〜 留学 ⽉額：3,300シンガポールドル、授業料免除等 2015/3/20

2015-2016年度フィンランド政府奨学⾦
フィンラン
ド

給付期間3〜9ヶ⽉ 留学
⽉額：1,500ユーロ (往復渡航費、各種保険は⾃⼰
負担)

2015/2/3
16:00必着

2015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)

2015年10⽉〜10ヶ⽉ 留学
⽉額：850EUR、授業料等⽀給：上限619EUR
保険、往復航空旅費⽀給：上限1,100EUR

2015/3/5
16:00必着

2015年度オーストリア政府給付留学⽣募集
オーストリ
ア

2015年10⽉1⽇〜
2016年6⽉30⽇

留学
⽉額：940ユーロ(博⼠号保持者30歳以上：1,040
ユーロ)
他：授業料免除、旅費⽀給

2015/3/31
16:00必着

2015年度インド政府奨学⾦留学⽣募集要項 インド
2015年授業開始⽉〜
学位取得まで

留学

⽉額：5,500ルピー(学部)
   6,000ルピー(⼤学院)
   7,000ルピー(博⼠課程)
   7,500ルピー(ポスドク)
他：授業料免除、書籍･⽂具・医療費⼀部⽀給

2015/1/16
16:00必着

2015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

2015年8⽉〜
2016年9⽉

留学 ⽉額：2,000,000ルピア(教科書、交通費、保険含む)
2015/2/19
16:00必着

2015年度ポーランド政府奨学⾦留学⽣募集 ポーランド
2015年10⽉1⽇から2
年間

留学 ⽉額：1,350ズウォティ他
2015/4/10
16:00必着

2015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
(フランス語
圏)

2015年9⽉から12ヶ⽉ 留学
⽉額：907.81EUR
着後⼀時⾦：123.95EUR授業料
他：往復航空旅費

2015/3/5
16:00必着

2015－2016年度スロベニア政府奨学⾦留学
⽣募集

スロベニア コースにより異なる 留学 ⽉額：286EUR、宿舎、健康保険 2015/2/28


