【2020 年度 文部科学省外国人留学生学習奨励費給付制度（コロナ特別採用枠）概要】
Memorandum of GAKUSHU SHOUREIHI (Monbukagakusho Honors Scholarship
for Privately Financed International Students) for 2020 FY（COVID-19 Special Quota）
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】
・新型コロナウィルス感染症の影響で、アルバイト収入や母国からの仕送りが減少したことに
より、修学が困難になった者。
Those who have difficulty in studying due to a decrease in part-time job income or
remittances from their home countries due to the impact of COVID-19.
・大学院生（修士、博士、研究生）/ 学部生 （全ての学年）
Graduate (Masters, Doctors and Research students) / Undergraduate

(all grades)

・2020 年 4 月 1 日時点で「留学」の在留資格を有して日本国内に滞在しており、10 月以降も
岩手大学に在籍予定の私費留学生。
Privately financed international students who have a“student visa”as of April 2020 and
continue studying at Iwate University after October 2020.
・10 月までにゆうちょ銀行口座が開設できる者。
Students who can open a Yucho bank account by October 2020.
・2019 年度の 1 年間（1 年生は 2020 年度前期）の成績評価係数が 2.30 以上の者。
Students who have a minimum GPA of 2.30 in the academic year of 2019
（Spring semester of 2020 for freshman）
・JASSO が定める語学要件を満たしている者
（JLPT: N2 以上、EJU: 日本語科目 200 点以上または CEFR:B2 以上）
Students whose Japanese or English proficiency level meets the requirements of JASSO
（JLPT: N2 or N1, EJU: 200 or higher than 200 points on Japanese section or
CEFR: B2 or higher than B2）
【奨学金の概要 Outline】
・給付期間 Period：2020 年 10 月から 1 か月または 2 か月分（未定）
One or two month(s) from October 2020 (To be decided)
・給付月額 Amount：大学院学生・学部学生：48,000 円
Graduates・Undergraduates: \48,000 per month
【提出書類 Applications】
以下の書類をすべてそろえて国際課に提出してください。
Please submit the following documents to the International Office by deadline.
締切：2020 年９月２３日（水）/ Submission deadline: Wednesday, September 23th, 2020

⇒

⇒

⇒

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。1 年生は 2020 年度前期） Transcript
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 by October.
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．新型コロナウイルス感染症の影響で経済状況が悪化したことを証明できる書類
（銀行通帳明細や過去と現在の給与明細のコピーなど）
Supporting documents which shows your financial situation has been changed due to
the impact of COVID-19.
（Copy of your bankbook details, Salary slip, etc.）

