
  

  

 
この奨学金は、本学の派遣留学プログラム（協定校）を利用しないで海外の大学等に留学する本学の正
規学生に支給します。今年度出発する留学については、これが応募する最後のチャンスです。応募方法に
従って応募してください。 
 

1 応募資格 

○ 本学に在学する正規学生 
○ 2019 年 10 月～2020 年 3 月に、実施期間が 8 日以上（渡航期間を除く）1 年以内の留学・海外研

修等に参加し、以下のいずれかに該当する者 
    

○ 学域・大学院派遣枠 b： 

本学の公式海外派遣プログラムの参加者で、JASSO の成績基準を満たしているが、JASSO 奨学金を受
給することができない者 

  

学域・大学院派遣枠 c：   

(1) 本学の公式海外派遣プログラムに参加する者のうち、JASSOの成績基準を満たさない者 
(2) 本学の派遣留学プログラム（協定校）を利用しないで、海外の大学に受入大学の定める 1年以
内の学期単位で留学する者 

(3) 上記（1）（2）と同等であると国際担当副学長が認める海外研修等（単位認定を伴うものに限
る。）に参加する者。 

 

○ 下記いずれかの語学試験のスコアを保持していること。ただし、学域 1 年生で取得したスコアがない者について
は、渡航前までに下記いずれかの語学試験を受験し、スコア発表後にスコア証明書の写しの提出を条件とし、
応募可とする。 
・TOEIC L＆R公開テスト 
・TOEIC-IP 
・TOEFL(IBT) 
・TOEFL(ITP) 
・IELTS *ただし、スコアが 4以上に限る。 
・実用英語技能検定 *ただし、級が準 1級以上に限る。 

 

 【注意事項】 

  ・必ず、渡航前に申請する必要があります。渡航後の申請は受け付けません。 
  ・JASSO に採択された本学の公式海外派遣プログラムの参加者は、原則 JASSO を受給できないことが確定し

た後に本奨学金に応募してください。受給については各プログラム事務担当者または担当教員へ確認してくださ
い。なお、JASSO に採択された本学の公式海外派遣プログラムは下記 URL でも随時更新しています。 

 https://sgu.adm.kanazawa-u.ac.jp/international/category/abroad/ 
・違う留学内容のものであれば、在学中何度でも本奨学金に応募できます。 
・本学が海外へ渡航する学生に義務付けている手続き（渡航届、海外旅行保険、危機管理サービス加入

 等）を渡航前に完了していることが、本奨学金の受給のための前提条件です。 
 
【併給について】 

   ・JASSO海外留学支援制度奨学金の受給が決定しているものは本奨学金に応募できません。本奨学金の決
定後に JASSO の受給が決定した場合は、本奨学金の受給を取り消します。 
・同じ留学内容のものに対して、JASSO、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～、スタディ at KU 奨学金私費外国人留学生受入れ促進枠及びスタディアブロード奨学金大学院
研究交流枠（派遣）と本奨学金を併給することはできません。  
・学内外の他の奨学金等において併給を認めない場合は、本奨学金は支給しません。また、一定の制限を設
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けた上で併給を認めている場合、その範囲内で減額支給します。 
 

2 支給人数（予定） 

 後期分：50人月程度 
（当該年度の予算の範囲内） 

 
3 支給金額 

   学域・大学院派遣枠 b：JASSO 月額奨学金と同額・同じ支給期間（「別紙１」参照）、渡航費支援は行わ
ない。 

     月額（参考） 
・指定都市   10万円 
・甲地域     8万円 
・乙地域     7万円 
・丙地域     6万円 
※各地域の区分は、海外留学支援制度（協定派遣・協定受入） 国・地域コード表を参照してください。 

 
   学域・大学院派遣枠ｃ：地域により下記の金額を 1回支給。 
     金額 

・指定都市   9万円 
・甲地域     7万円 
・乙地域     6万円 
・丙地域     5万円 
※各地域の区分は、海外留学支援制度（協定派遣・協定受入） 国・地域コード表を参照してください。 

 

4 応募方法 

   応募資格のある応募希望者は、次の(1)～（3）の書類をアカンサスポータルの WebClass より提出し、(4)～
（5）の書類を所属の学務係へ提出してください。申請後、変更・辞退があった場合は、速やかに（7）の書類を
アカンサスポータルのWebClass より提出してください。 

 
 書類名 提出先 
申請時 
【渡航前】 

(1)スタディアブロード奨学金学域・大学院派遣枠申請書 
（WebClass アンケート） 

WebClass 
(データ) 

 (2)英語の語学試験スコア証明の写し 
（渡航先に関係なく）  
下記いずれかの語学試験のスコア証明書の写し 
・TOEIC L＆R公開テスト 
・TOEIC-IP 
・TOEFL(IBT) 
・TOEFL(ITP) 
・IELTS *ただし、スコアが 4以上に限る。 
・実用英語技能検定 *ただし、級が準 1級以上に限る。 
※複数種類の語学試験のスコアを保持している方は、保持する全ての語学試験のスコ
ア証明書を提出してください。最も有利なスコアをもって選考します。 
※学域１年次の学生に限り、応募時にスコア証明書の写しを提出できない場合は、上
記いずれかの語学試験の受験申込書の写しの提出でも構いません。ただし、受験日は
必ず渡航前であることが条件です。なお、スコア発表後速やかにスコア証明書の写しを

WebClass 
(データ) 



提出してください。 
※スコア証明を紛失した場合、再発行に時間がかかります。余裕をもって準備をお願い
します。 

 (3)参加プログラムの詳細及びプログラム期間が分かる資料 
（パンフレット・ホームページ等） 
※本学の公式海外派遣プログラムでないプログラムへ参加する方は、必ず留学期間の
詳しい日付までが書かれた資料を提出してください。申請者氏名及び留学期間が分か
る受入証明書等もあれば添付すること。 
注 1) 申請後申請内容に変更があれば、スタディアブロード奨学金学域・大学院派遣
枠計画変更届をただちにWebClass で提出してください。 

WebClass 
(データ) 

 (4)スタディアブロード奨学金学域・大学院派遣枠請求書 
（別紙様式 1） 

所属学務係 

 (5)本学が定める預金口座振込依頼書 
（キャッシュカードまたは通帳見開きページコピーを裏面に貼付。） 
※金沢大学で登録できる振込口座は 1 人につき 1 口座であるため、過去にチューター
等、金沢大学から謝金の振込みなどがあった学生については、振込口座の情報を変更
する必要がない限り提出は不要です。金沢大学に振り込み口座が登録されているかわ
からない学生は、提出してください。（Teaching Assistant:TA や Research 
Assistant:RA 等をされている学生は、口座の登録システムが違う場合もあるので、念
のため提出してください。） 

所属学務係 

申請時～申
請後 
【渡航前】 

(6) 本学が海外へ渡航する学生に義務付けている手続き（渡航届、海
外旅行保険、危機管理サービス加入等） 
※渡航前に完了していることが、本奨学金の受給のための前提条件となっています。渡
航前に必ず完了させてください。 
https://www2.adm.kanazawa-
u.ac.jp/ryukou/sgu/htdocs/international/risk/index.html 

 

変更・辞退時
のみ【変更発
生後ただちに
提出】 

(7) スタディアブロード奨学金学域・大学院派遣枠計画変更届
（WebClass アンケート） 

WebClass 
(データ) 

 
【WebClassへのアクセス方法】 
パターン①： 下記URLをコピーし、ウェブで開く。 
https://lms-wc.el.kanazawa-u.ac.jp/webclass/course.php/4be0eb2752a77941a280a61205d5d24f/?acs_=4296d663 

 
パターン②：自分のアカンサスポータルのアカウントからログインする。 
アカンサスポータルにログイン ＞「LMSコース」で検索＞「2019年度」に設定する＞「2019年度スタディーアブロ
ード奨学金学域・大学院派遣枠」 
コースにアクセスできない場合は留学企画係（studyabroad@adm.kanazawa-u.ac.jp）へご連絡ください。 
 

 

 



5 応募締切 

2020 年 1月 27日（月）17時（締切厳守） 
 

6 受給者の決定及び結果通知 

 選考は、別紙２ 選考方法にそって、書類審査により行います。採否については、原則として 2 月末までに所属
学務係から本人に通知します。 
 

7 報告 

帰国後 2週間以内に、以下の書類をアカンサスポータルのWebClass より提出する必要があります。 
 書類名 提出先 
報告時 
【帰国後 2週間
以内】 

(1)  スタディアブロード奨学金学域・大学院派遣枠報告書 
(WebClass アンケート) 

WebClass 
（データ） 

(2)  スタディアブロード奨学金学域・大学院派遣枠写真貼り付
け用(別紙様式 2) 

※写真 2 枚要添付。提出された報告書及び写真は、本学が広報用とし
て使用することに同意したものとみなしますので、差支えの無い写真を提
出してください。 

WebClass で、画像ファイル形式のデータ提出ができないためワードに写
真データを貼り付けて提出ください。 

(ファイルサイズは、10MB内) 

WebClass 
（データ） 

(3) 渡航を証明する書類の写し 
下記いずれかの書類の写し ※PDF 
・パスポート 
（顔写真及び日本、渡航先国の出入国スタンプページ） 
・搭乗券（パスポートに出入国スタンプがない場合） 
・搭乗証明（搭乗券を提出できない場合） 
 

WebClass 
（データ） 

注）帰国後 2 週間以内に報告書を提出しなければ奨学金は支給されません。帰国後速やかに報告書を提出
してください。 
 
【WebClassへのアクセス方法】 
パターン①： 下記URLをコピーし、ウェブで開く。 
https://lms-wc.el.kanazawa-u.ac.jp/webclass/course.php/4be0eb2752a77941a280a61205d5d24f/?acs_=4296d663 

 
パターン②：自分のアカンサスポータルのアカウントからログインする。 
アカンサスポータルにログイン ＞「LMSコース」で検索＞「2019年度」に設定する＞「2019年度スタディーアブロ
ード奨学金学域・大学院派遣枠」 
コースにアクセスできない場合は留学企画係（studyabroad@adm.kanazawa-u.ac.jp）へご連絡ください。 

 
8 支給方法 

 渡航前に義務づけている手続き（渡航届、海外旅行保険、危機管理サービス加入等）を完了し、且つ渡航
後に報告書類を締切までに不備なく提出した者にのみ奨学金を支給します。支給予定額と支給時期は、決定
通知時にお知らせします。 

https://lms-wc.el.kanazawa-u.ac.jp/webclass/login.php?group_id=1dc40a082bde4a1dde462c3c552c4047&auth_mode=SHIB


 

9 受給者の義務 

(1) 受給者は、提出した申請書に変更が生じた場合は、ただちにスタディアブロード奨学金学域・大学院派遣枠
計画変更届をWebClassへ提出しなければなりません。 

(2) 受給者は、海外留学の促進に用いられる冊子等への寄稿、関係報告書への参加及び発表を求められたと
きは、これに応じる必要があります。 

 

10 その他 

(1) 以下項目のいずれかに該当する者は、選考の対象となりません。 
・ 選考時において既に退学届を提出しており、退学する意思があることが明らかな者 
・ 試験等における不正行為や刑事事件等による懲戒処分を受けた者 

(2) 受給者が､受給対象となった当該年度の末日までに試験等における不正行為や刑事事件等による懲戒処分
を受けた場合、国際担当副学長は､当該年度のスタディアブロード奨学金学域・大学院派遣枠の採用の決
定を取り消します。 

(3) (2)により､スタディアブロード奨学金学域・大学院派遣枠の採用決定を取り消された者は､給付された奨学金
の全額を速やかに返金しなければなりません。 

(4) スタディアブロード奨学金学域・大学院派遣枠の支給後に、併給について条件が付されている他の奨学金を
受給することになった場合、その条件に応じて、スタディアブロード奨学金学域・大学院派遣枠の全部又は一
部を速やかに返金しなければなりません。 
この場合において、併給不可の奨学金を受給することになった場合はその全部を、併給額に一定の上限が設
けられている奨学金を受給することになった場合はその差額に相当する額を、それぞれ返金しなければなりませ
ん。 
 

11 参考 

    最新の本学の公式海外派遣プログラム一覧は下記 URL にて確認することができます。JASSO に採択された本
学の公式海外派遣プログラムや「別紙 2 選考方法」に記載された(2)学域 2 年生以上の学域生のうち、各学類
が定めている留学・海外派遣推奨クォーターを活用するために実施するプログラムの最新情報が掲載されています。  

   参考 URL：https://sgu.adm.kanazawa-u.ac.jp/international/category/abroad/ 

 
【問合せ先】 
国際部留学企画課留学推進係 
E-mail:studyabroad@adm.kanazawa-u.ac.jp 



 
 

「学域・大学院派遣枠 b 枠」 

実施期間（渡航期間除く）が 8 日以上 1 年以内の場合の支給金額について 
 

 

支給金額の算出方法 

① 実施期間が８日以上３１日以内である場合、１か月分を支給します。 
②  実施期間が３２日以上である場合、最初の月及び最後の月については、それぞれの月の日数の計によって、

次のとおり支給します。なお、最初の月と最後の月以外の月は、月額支給となります。 

 

最初の月及び最後の月の 

日数計 

最初の月

の支給 

最後の月

の支給 

３１日以内 ○ × 

３２日以上 ○ ○ 

 

【例】 

 実施期間 日数 支給額 

Ａ ５月２５日～６月 ６日 １３日（３１日以内） ※ １か月分 

Ｂ ６月 １日～７月 １日  ３１日（３１日以内） ※ １か月分 

Ｃ ５月 １日～６月 １日  ３２日（３２日以上） ※ ２か月分 

Ｄ ５月２５日～７月２５日 ６２日（３２日以上） ※ ３か月分 

Ｅ １月３１日～３月 １日 ３０日（３１日以内） ※ １か月分 

※（ ）内は最初の月及び最後の月の日数計 

 

月額 

・指定都市 月額 10万円 
・甲地域  月額 8万円 
・乙地域  月額 7万円 
・丙地域  月額 6万円 
 
※ 各地域の区分は、別表 a を参照してください。 
※ 地域区分は、派遣先大学等の所在地（都市）により決まります。キャンパスが複数存在する場合には、実際に派
遣学生が派遣されるキャンパスの所在地（都市）が該当地域となります。 
※ 派遣先大学等との連携により別機関に派遣される場合でも、地域区分は協定等を結んでいる派遣先大学等の所
在地（都市）となります。 
※ 本制度における指定都市は、派遣先大学等の住所表記に指定都市が含まれる場合に限ります。なお、アメリカ合衆
国「指定都市」のニューヨーク・ワシントン D.C.について、ニューヨーク州・ワシントン州の誤登録申請が多いため、注意して
ください。 
 
一回の渡航で複数回、異なる月額の地域にて研究交流を行う場合、統一して月額は以下の通りとなります。 
・最初に派遣される地域の奨学金月額を一律に適用 

【前年度からの変更点】 
前年度は滞在日数が長い地域の月額を一律に適用していましたが、2019年度より変更となりました。 

 

別紙１ 



 
 

   

   

スタディアブロード奨学金学域・大学院派遣枠 b・c 選考方法（概要） 

 

 

学域・大学院派遣枠の選考は、申請者が支給対象に合致するかどうかを申請書等に基づき確認し、合致した者
の中から以下の通り区分毎に選考する。 

 
区分 選考方法 

学域 1年生 全員 

学域 2年生以上の  
学域生 

TOEIC スコアの高得点順 
※各学類が定めている留学・海外派遣推奨クォーター
を活用するために実施するプログラムに参加する者を
優先的に採用する。 

大学院生 TOEIC スコアの高得点順 
 

    TOEIC以外の語学試験のスコアは TOEIC スコアへ換算する。 

別紙２ 



 2019 年度スタディアブロード奨学金学域・大学院派遣枠 b・c（派遣） 
ＦＡＱ（よくある質問） 

 
【書類記載上の注意】 

○預金口座振込依頼書について 

・記載後、裏面にその口座のキャッシュカードもしくは通帳見開きページのコピーを、のりで貼り付けて提出してください。 
 
○参加するプログラム等の資料について 

・留学期間やプログラム内容が分かるものを資料として提出してください。（パンフレットやインターネットのコピーなど）本学の
公式海外派遣プログラムでないプログラムへ参加する方は、必ず留学期間の詳しい日付までが書かれた資料を提出して
ください。その資料がないと応募資格の実施期間（8日以上（渡航期間を除く）1年以内）を満たしているか確認で
きないため、応募を受け付けることができません。 
・本学の公式海外派遣プログラムでないプログラムへ参加する方は、実際に参加することを確認するため、あなたの名前が
入った受入許可書や、留学先機関等からあなたに宛てたメールのコピーをできる限り提出してください。 

 
○報告書（WebClass と別紙様式 2）について 

・帰国後 2週間以内に、WebClassで報告書を提出（回答）してください。 
 
また、「別紙様式２、スタディアブロード奨学金学域・大学院派遣枠 写真貼り付け用」に留学中の写真をデータで貼り
付けた上で、写真も提出ください。（WebClass で画像形式データの提出ができないため。）写真には１行程度の説明
をつけてください（撮影場所や場面の解説）。 
 
・提出された報告書及び写真は、本学が広報用として使用することに同意したものとみなしますので、差支えの無い写真
を提出してください。基金の寄付者の方への報告のため、できる限り受給者本人がメインで写っているものを提出ください。
報告書に記載した内容を毎月発行している「金沢大学基金ニュース」を掲載することがあります。何か修正を要するときは、
基金室担当者より直接連絡することがあります。 
「金沢大学基金ニュース」 https://kikin.adm.kanazawa-u.ac.jp/kikin/ 
 
○渡航を証明する書類の写しについて 

・帰国後 2週間以内に、報告書と一緒にWebClass に提出してください。 
・パスポートを提出する場合 
顔写真のページ及び日本、渡航先の出入国のスタンプのページのコピーを提出してください。たくさんのスタンプが押され
ているページのコピーを提出する場合は、渡航期間が一目でわかるよう、鉛筆やペンで囲むなどしてください。 

・搭乗券を提出する場合 
  日本出国～渡航先国入国及び、渡航先国出国～日本入国のすべての区間の搭乗券の写しを提出してください。 
・搭乗証明を提出する場合 
  航空会社によって発行方法・所要期間が異なるため、余裕を持って手続きを行ってください。 



 
【よくある質問】 

Q1:どのような海外プログラムに参加した場合、本奨学金に応募できますか。 

A1：本学の公式海外派遣プログラムに参加する場合、応募できます。本学の公式海外派遣プログラムでなくても、海外
での留学・研修期間（海外滞在期間ではなく、海外で実際に学修する期間）が 8日以上 1年以内であれば応募で
きます。例としては、個人で手配した留学、長期休暇を利用した語学研修、フィールド調査、インターンシップ、スタディーツ
アー、ボランティア、国や地方自治体などが主催する国際交流事業などが挙げられます。 
 
（参考）本学の公式海外派遣プログラムは下記 URL にて確認することができます。 
https://sgu.adm.kanazawa-u.ac.jp/international/category/abroad/ 
 
Q2:英語以外の外国語の語学試験のスコアを提出できますか。 

Ａ2：留学の渡航先に関わらず、英語の語学試験のスコアを提出してください。なお、受け付け可能な英語の語学試験
については応募要項を確認してください。 

https://sgu.adm.kanazawa-u.ac.jp/international/category/abroad/

