【2022 年度

文部科学省外国人留学生学習奨励費給付制度（就職支援特別枠）

概要】

Memorandum of GAKUSHU SHOUREIHI (Monbukagakusho Honors Scholarship
for Privately Financed International Students) for 2022 FY

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。
JASSO が作成した「募集要項」も必ず読んでください。
Please make sure to read not only this outline but also “募集要項” written by JASSO.
【応募資格 Qualification】
・日本以外の国籍を持ち、在留資格が「留学」の私費外国人留学生
Privately financed international students who have “student visa”

・正規の学部（3,4 年生）学生および大学院学生（修士 1,2 年生、博士 2,3 年生）
Undergraduate (3rd or 4th year) and graduate students (Master’s: 1st or 2nd year, Doctoral: 2nd or 3rd year)

・前年度の成績評価係数が 2.30 以上であり、受給期間中においてもそれを維持する見込みのある者
Students who have a minimum GPA of 2.30 from the previous year, and maintain the same level of grades
this year

・JASSO が定める語学要件を満たしている者（JLPT: N2 以上または CEFR: B2 以上 / 別添参照）
Students whose Japanese or English proficiency level meets the requirements of JASSO
(JLPT: higher than N2 or CEFR: higher than B2 / see attachment)

・岩手大学を卒業・修了後、日本での就職を希望している者
Students who wish to work in Japan after graduation from Iwate University

【奨学金の概要 Outline】
・給付期間 Period：2022 年 10 月～2023 年 3 月（６か月間）from October 2022 to March 2023
・給付月額 Amount：大学院学生：48,000 円

学部学生：48,000 円

Graduate student: \48,000 per month
Undergraduate: \48,000 per month

締切：2022 年 9 月 23 日（金）/ Submission deadline: Friday, September 23rd, 2022
メールアドレス Mail address：gryugaku@iwate-u.ac.jp
※翌日までに受領確認のメールを送ります。メールが来なかった場合は、岩手大学国際課まで電話をください。
An email confirming receipt will be sent by the next day. If you do not receive an email, please call
the Iwate University International Office.

電話番号 Phone：019-621-6923

⇒

⇒

⇒

【提出書類 Applications】
以下の書類をすべてそろえて国際課にメールで提出してください。
Please submit the following documents to the International Office by email before the deadline.

１．私費外国人留学生学習奨励費受給者申請書 Application Form
２．成績証明書（前年度のもの） Transcript
Undergraduate and Graduate student: which certificate the last school year’s score

３．パスポートの写し Photocopy of passport
４．在留カード両面の写し Double-side photocopy of residence card
５．ゆうちょ銀行の通帳の写し（1 枚開いたページのコピー）
Photocopy of YUCHO bank’s bankbook (Only the first page is needed)

※ゆうちょ銀行以外の銀行口座は使えません。ゆうちょ銀行の口座を持っていない学生は開設してく
ださい。
*This scholarship will be paid only via YUCHO bank. If you don’t have an account at YUCHO bank, please
open it.

6． 成績評価係数の計算方法 How to calculate GPA
7．日本語能力または英語能力を確認できる証明書

（JLPT、EJU など）

Certificate which proves your Japanese or English proficiency (TOEFL, IELTS, TOEIC, etc.)

8．就職活動をしていることを証明できる書類
（説明会の申込票、面接の結果等のコピー）
Supporting documents which shows your job hunting activities
(Application form for a company information session or job fair, Interview result, etc.)

