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令和２年度出発派遣留学生のための奨学金リスト(令元年7月時点）【両面印刷】

奨学金種類 給付/貸与 応募方法 応募時期 決定時期 支給金額 募集予定人数 主な支給要件 注意・備考

日本学生支援機構（JASSO）
海外留学支援制度（協定派遣） 給付型 大学推薦

派遣留学
応募時

 2020年
５月頃

月額6万～10万円
（派遣先地域により異なる） 若干名

・日本国籍を有する者、または日本への永住が
許可されている者
・留学する前年度の学業成績2.3以上(3.0満
点）※JASSO基準による。
本学生の受給実績：
平成28年度36名
平成29年度34名
平成30年度34名

スタディーアブロード奨学金
「学域・大学院派遣枠a」

給付型 大学推薦
派遣留学
応募時

 2020年
7月頃

・JASSOの成績基準を満たす者:JASSOと同
額・同じ給付期間
・上記の者であっても予算の範囲を超える場
合およびJASSOの成績係数を満たさない者
は、JASSOと同額を１カ月分のみ支給

若干名
・本学の派遣留学制度の学生で、JASSO等外部
奨学金を受給できない者

公益財団法人佐藤陽国際奨学財団
海外派遣奨学金

給付型 大学推薦
2019年12月

～
2020年1月

 2020年
3月

月額8万円、渡航費25万円、交換留学一時金
10万円　等

全国で10～15名程度
・東南アジアへ留学する学生が対象
・留学する前年度の学業成績2.5以上(3.0満点）
※佐藤陽国際奨学財団基準による。

JEES・馬場財団国際理解教育人
材養成奨学金

給付型 大学推薦
 2019年

11月
 2020年

2月
月額10万円、留学準備金（アジア地域:15万
円、その他の地域:25万円）

全国で7名程度
本学からの推薦枠は1名

・学部2年生以上
・卒業後に初等中等教育教員になることを目指
し、教職課程を履修している者

応募前に学内選考を行います。

JEES・学研災グローバル人材育
成奨学金

給付型 大学推薦
 2020年

2月
 2020年

5月
月額10万円、航空費

全国で2名程度
本学からの推薦枠は1名

・経済・商学・社会科学系の学部・研究科で、
将来損害保険業界への就職を希望する者を優先

応募前に学内選考を行います。

業務スーパージャパンドリーム財
団奨学金

給付型

個人応募
(大学で取

りまと
め）

2019年12月
～

2020年1月

 2020年
4月

月額15万円 全国で約200名

・学部2年生以上、大学院生不可
・語学目的の留学は不可
・通算GPA2.5以上の者
・一定の語学スコア（IELTS、TOEFL、CEFRなど）
が必要

3月上旬:第1次選考(書類審査)
3月下旬:第2次選考(面接審査）

文部科学省
官民協働海外留学支援制度
～トビタテ！留学JAPAN日本代
表プログラム～
全国コース（通称）

給付型

個人応募
(大学で取

りまと
め）

注意・備考
参照→

注意・備考
参照→

・奨学金月額12万円又は16万円
（家計基準を超えた場合月額6万円）
・留学準備金15万又は25万円
・授業料相当額1年当たり３０万円（留学先
機関において授業料不徴収・全額免除となっ
ている場合は除く。）

全国で400名（昨年度
募集人数）※前期・後
期ごとに募集

・留学期間は、28日以上1年以内（3か月以上推
奨）
・日本国籍を有する者、または日本への永住が
許可されている者
・実践的な学び（インターンシップ・フィール
ドワーク・ボランティア等）を含む留学

★募集が開始されたらポータルで通知します。
【第12期】
令和2年度前期(4～10月）留学開始者対象
募集時期：2019年7月～9月
決定時期:2020年2月
【第13期】
令和2年度後期(8月中旬～3月）留学開始者
対象募集時期：2019年12月～2020年3月決
定時期:2020年6月

これらの奨学金以外についても自ら積極的に情報を集め、応募するようにしてください。
なお、下記の制度は現行の取り扱いであり、今後見直しや変更が行われる可能性があります。

その年度の予算によって支給人数が変動し
ます。希望者全員に支給されるわけではあ
りません。
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奨学金種類 給付/貸与 応募方法 応募時期 決定時期 支給金額 募集予定人数 主な支給要件 注意・備考

公益社団法人大学コンソーシアム
石川
～トビタテ！留学JAPAN日本代
表プログラム～
地域人材コース（石川県）

給付型

個人応募
(大学で取

りまと
め）

注意・備考
参照→

注意・備考
参照→

（参考：令和元年度）
・奨学金月額12万円又は16万円
・事前・事後研修の国内旅費の一部
・往復渡航費の一部10万又は20万円
・授業料相当額上限1年当たり３０万円（留
学先機関において授業料不徴収・全額免除と
なっている場合は除く。）

（参考：令和元年度）
各期4名程度

（参考：令和元年度）
・留学期間は、28日以上6ヵ月以内
・日本国籍を有する者、または日本への永住が
許可されている者
・実践的な学び（インターンシップ・フィール
ドワーク・ボランティア等）を含む留学
・将来石川県に就職するなど、石川県の発展に
貢献する意志を持つ人

★募集が開始されたらポータルで通知します。
（参考：令和元年度）
【第10期】
平成31年度前期(4～10月）留学開始者対象
募集時期：2018年9月～10月
決定時期:2019年2月
【第11期】
平成31年度後期(8月中旬～3月）留学開始者対象
募集時期：2019年2月～2019年3月
決定時期:2019年6月

経団連
グローバル人材育成スカラーシップ

給付型 個人応募

  2019年
7月10日

～
９月17日

 2019年
12月

総額200万円
全国で20名

・日本国籍を有する者、または日本への永住が許可さ
れている者
・学部2年生以上、大学院博士前期課程1,2年生
・8カ月以上1年未満の留学に限る
・大学入学後に取得した単位のGPAが2.0以上の者
・将来、日本企業の国際的な事業においてグローバル
に活躍する意思を持つ者

TOEFL-iBT 61 以上(ITP/PBT 500点）、ま
たは、IELTS 5.0以上のスコアを有している
こと
10月中旬:第1次選考(書類選考)
12月2日:第2次選考(個人面接)

日本学生支援機構（JASSO）
第二種奨学金（短期留学）制度

貸与型 大学推薦 注意・備考
参照→

注意・備考
参照→

・月額選択制（3万、5万、8万、10万、12
万）
・留学先が大学院の場合は、5万、8万、10
万、13万、15万円から選択できる　　　　・
留学にかかる一時的な経費に対応するための
「留学時特別増額貸与奨学金」（選択制：10
万、20万、30万、40万、50万）もあり

特に制限なし
（受給基準を満たして
いれば原則支給され
る）

・3か月以上1年以内の留学であること

 2020年8月～2020年11月留学開始者
申込〆切：2020年4月下旬
決定時期：2020年6月下旬
2020年12月～2021年3月留学開始者
申込〆切：2020年8月下旬
決定時期：2020年10月下旬
★詳細は本部棟２階・学生支援課学生支援
係（奨学金担当係）へ問い合わせてくださ
い。

公益財団法人福井県グローバル人材
基金長期海外留学等支援奨学金

貸与型 個人応募
留学前
随時

約1ヵ月～
2ヵ月後

月額5万円
渡航費、査証取得に要する費用10万円
※卒業後、福井県内に本社を持つ企業などで
3年間就業を継続すれば返金免除

1年度につき全国で20
名程度

・原則、6か月以上の留学が対象（ただし、6ヶ
月未満の留学であっても福井県内での就職の意
思が明確であり、かつ3か月以上の留学である
場合、貸与を認める場合がある）　　　　　・
日本国籍を有する者、または日本への永住が許
可されている者　　　　　　　　　　　　　・
応募時点で18歳以上35歳以下であること　　・
福井県内の高校を卒業していること　　　　・
卒業した日の属する年の翌年4月末日までに福
井県内に本社を持つ企業に就職し、3年間勤務
する意向を持っていること

★詳細は下記へ問い合わせてください。
福井県立大学
交流・研究支援部 国際・留学支援課
TEL：0776-61-6000（内線1311）
E-mail：asianfund@fpu.ac.jp
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