
2023 年度 SGH 財団留学生奨学生 募集概要 

注意：これは最低限必要なことがらだけを抜き出した概要です。 

必ず財団が作成した「2023 年度私費外国人留学生奨学生募集要項」も読んでください。 

 

応募締切：2023 年3 月17 日（金）17:00 国際課まで（〆切厳守） 

※SGH 財団の締切ではなく、上記の学内締切に従って提出してください。 

【応募資格】 

１．2023 年4 月1 日に 

学部 3 年次 ／ 修士課程（博士前期課程）1 年次 ／ 博士課程（後期） 2 年次   

   のいずれかに進学・進級する者。 

 ２．東南アジア諸国(ASEAN 加盟国)からの私費外国人留学生である。 

フィリピン・インドネシア・シンガポール・マレーシア・タイ・ブルネイ・ 

ベトナム・ミャンマー・ラオス・カンボジア 

  ３．202３年4 月1 日時点で学部生は27 歳未満、大学院生は35 歳未満であること。 

 

【奨学金の概要】 

 受給月額：学部・修士1２万円、博士18 万円 

 受給期間：２年間（202３年4 月～202５年3 月） 

 採用人数：全国で学部・修士20 名、博士5 名 

 

【提出書類】 

◆ 学部生 

 

1．申請書（様式1-1, 1-2） 

2．指導教員又は担任による推薦理由書 

（様式1-3） 

3．在留カードのコピー（両面）（様式1-5） 

4．学業成績証明書（現課程のもの） 

5．GPA 計算書  

6．在学証明書  

 

 

 

 

 

 

 

◆ 大学院生  

１． 申請書 

修士：様式2-1 博士：様式3-1 

２．研究テーマ 

修士…様式2-2 博士…様式3-2 

３．指導教員による推薦理由書 

  修士…様式2-3 博士…様式3-3 

４．在留カードのコピー（両面） 

修士：様式2-5 博士…様式3-5 

６．学業成績証明書 

修士…学部のもの 

博士…修士修了時のもの 

７．GPA 計算書 

８．在学証明書

 

岩手大学より、 

学部 1 名 

修士 1 名  博士 2名 

を推薦します。 



≪English ver.≫ 

Notice: Please make sure to read not only this outline but also “2023 年度私費外国人留学生奨学生募集要項 

(Application guideline) ”written by SGH foundation. 

Submission Deadline： 17:00pm, Friday, March 17th, 2023 

※The deadline for the foundation is in April, but please submit the application by the above date. 

【Qualification】 

１．As of April 1st, 2023, students who will be/enroll in the grade bellow: 

Undergraduate…3rd  ／ Master’s course… 1st  ／ Doctoral course… 2nd  

 

２．Privately financed international students who come from South East Asian countries (ASEAN) as 

follows: 

Philippines, Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Brunei, 

Viet Nam, Myanmar, Laos and Cambodia 

 ３．Undergraduate students: less than 27 years old as of April 1st, 2023 

Graduate students: less than 35 years old as of April 1st, 2023 

 

【Outline】 

 Amount：¥120,000 per month for Undergraduate and Master’s 

          ¥180,000 per month for Doctor’s 

Period  ：2 years（from April 2023 to March 2025） 

 Number of grantee in Japan：20 under graduates and masters 

5 doctors 

【Applications】 

◆ Undergraduate 

 

1．Application（Form 1-1, 1-2） 

2．Recommendation letter written  

by supervisor (Form 1-3） 

3．Copy of Residence Card (Form1-5) 

4．Academic record of undergraduate course 

5．GPA chart 

6．Certificate of enrollment 

 

 

 

 

 

 

 

◆ Graduate  

1．Application Form 

Master’s…Form 2-1  Doctoral…Form3-1 

2．Research Theme 

Master’s…Form 2-2  Doctoral…Form 3-2 

3．Recommendation letter written by supervisor 

  Master’s…Form 2-3  Doctoral…Form 3-3 

4．Copy of Residence Card 

  Master’s…Form 2-5  Doctoral…Form 3-5 

6．Academic record 

Master’s…from undergraduate course 

Doctoral…from master’s course 

7．GPA chart 

8．Certificate of enrollment

 

One undergraduate , 

One Master’s and 

Two Doctoral students  

will be recommended 

from Iwate University. 


