
令和３年度 JEES・ドコモ留学生奨学金 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「令和３年度 JEES・ドコモ留学生奨学金募集・推薦要項」も読んでください。 

 

【応募資格】 

1. 2021 年 4 月入学者（10 月入学者は不可）で、日本国内の大学に設置されている大学院修士課程

1 年次に在籍する、次のいずれかの部門を専攻する私費外国人留学生 

ア. 通信技術、情報処理技術及びこれに関連する部門を専攻する者 

イ. 人文社会科学等の部門を専攻する者で、研究に「通信や情報処理」が活用されると大学が認め

る者。 ※イ.の者は、具体的な研究手法を記入する必要有り 

2. インド、インドネシア、韓国、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中国（香港、

マカオを含む）、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、

ブルネイ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ラオスのいずれかの国・

地域からの留学生 

3. 2021 年 4月以降に他の奨学金を受ける予定のない者（貸与型奨学金、授業料免除は除く） 

4. 日本語でコミュニケーションができる者（日本語で研究発表ができる程度） 

5. 2021 年 4月以降に他の奨学金を受けない者。 

 

【奨学金の概要】 

・採用人数： 全国で 8名程度 

・奨学金金額：月額 120,000 円 

・支給期間： 2021 年 4 月～2023 年 3月（2年間） 

 

【提出書類一覧】 

１．願書（様式 1、日本語で記載すること。署名以外は、手書きでなくても良い。） 

２．応募者の写真（最近 6 ヶ月以内に撮影したもの。縦 4 ㎝×横 3㎝に切り、裏面に氏名を記入した上

で、願書の所定欄に貼付する） 

３．推薦書（様式２、指導教員による推薦理由書。ただし、“大学担当者連絡先”欄は記入不要。署名以

外は、手書きでなくても良い。） 

４．成績証明書（学部の成績証明書） 

５．在留カード両面のコピー 

 

【国際課への書類提出締切】 

2021 年 5 月 10 日（月）17：00 

岩手大学より、 

1 名を推薦します。 



≪English ver.≫ 

Notice: Please make sure to read not only this outline but also “令和３年度 JEES・ドコモ留学

生奨学金募集・推薦要項” (guideline) ”. 

 

【Qualification】 

1. Privately financed international students who enter Master’s course of Iwate University in 

April 2021 and major in studies mentioned as follows: 

Ａ. Those who major in Communication Technology, Information Processing Technology 

and related study area 

Ｂ. Those who major in Humanities and Social Sciences and other study areas, and Iwate 

University can approve that “Communication and Information Processing” is utilized 

for his/her study *If this applies to your case, you have to explain details in the application form. 

2. Students who come from India, Indonesia, Korea, Cambodia, Singapore, Sri Lanka, 

Thailand, Taiwan, China(including Hong Kong and Macao), Nepal, Pakistan, Bangladesh, 

East Timor, Philippine, Bhutan, Brunei, Viet Nam, Malaysia, Myanmar, Maldives, Mongolia 

and Laos 

3. Students who don’t receive any other scholarships/grants on and after April 2021  

(The tuition waver and student loans are not included.) 

4. Students who can communicate in Japanese (at about research presentation level) 

5. Those who do not receive other scholarships after April 2021. 

 

【Outline】 

・Number of grantee：About 8 students from all over Japan 

・Amount：\120,000 per month 

・Period  ：2 years (from April 2021 to March 2023) 

 

【Applications】 

１．Application（Form 1; Write in Japanese. You may enter your data except your signature.） 

２．Photo of applicant（Taken in recent 6 months. Cut it length 4 ㎝×width 3 ㎝. Write 

applicant’s name on reverse side and attach it in the column on the application.） 

３．Recommendation（Form ２; Which written by applicant’s supervisor except the column of 

“大学担当者連絡先 (Contact address of Iwate University)” . Supervisor may type 

recommendation letter except signature.） 

４．Academic record of Undergraduate 

５．Double-side photocopy of residence card 

 

【Submission Deadline】May 10th 2021 / 5:00p.m. 

We recommend 

１ student 

From Iwate University 


