
2019 年度支給 文部科学省外国人留学生学習奨励費（JASSO）一般枠【留学生対象】 
 
大学推薦 

学生センター２階４番窓口（国際教育課留学生支援係）で受付を行います。 
詳細は、留学生支援係窓口または下記ウェブサイトで確認してください。 
学内申請書に「ゆうちょ銀行の通帳」、「語学能力証明書類」のコピーを 
添付して提出してください。 
私費留学生対象奨学金ホームページ  
http://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/expense/foreign/  
金   額： 給付 48,000 円/月（2019 年 4 月 から 2020 年 3 月） 
応募資格： 2019 年 4 月現在、学部正規生、大学院正規生または 

大学院研究生のうち、成績評価係数が 2.30 以上の者。 
※成績評価係数 ｛3×（秀・優の単位数）+2×（良の単位数）+1×（可の単位数）+0×（不可の単位数）｝ 

                                 総登録単位数 

語学能力（日本語または英語）が水準に達する者。 
仕送り額が平均月額 9 万円以下（入学料・授業料除く）。 
在日扶養者の年収が 500 万円未満。 
学習奨励費との併給を制限されている奨学金および 
JASSO の留学支援制度による支援を受けていない者。 
2019 年度大学推薦奨学金登録者。 
※一般枠、就職促進プログラム枠は併願可。 
 

受付期間： 2019 年 4 月 10 日（水）～4 月 19 日（金） 
推薦人数： 2 名 
受付場所： 国際教育課留学生支援係窓口（学生センター２階） 

※ 本学から推薦された者は結果判明まで他の大学推薦奨学金には推薦されません。   

掲示期間：受付期間終了まで 

平成３1 年４月 1 日 国際教育課留学生支援係 045-339-3182 

土日祝除く ８：３０～１２：４５／１３：４５～１７：００ 

 
 
 

Monbukagakusho Honors Scholarship For 
Privately-Financed International Students 
(JASSO) General Quota 
*Applicants need to submit an Application 
form, a copy of his/her JP-Bank’s Bankbook, 
and certificate of your language score. 
[Monthly Stipend] ¥48,000 
[Available Period] Apr 2019 – Mar 2020  
[Eligibility] 
-Full-time undergraduate student or 
Full-time student and Research student of 
graduate school.  
-Those who is making excellent grades. 
(Evaluation coefficient of the academic 
grades should be more than 2.30.) 
-Those whose language skill (English or 
Japanese) reaches the prescribed level. 
-The monthly allowance sent from the 
applicant’s private funding source should be 
less than ¥90,000. 
-The annual income of an applicant’s 
financial supporter living in Japan should be 
less than ¥5,000,000. 
-Those who have not received the 
scholarship for Short-term Study in Japan 
by JASSO. 
-Those who have been registered for 
university recommendation-based 
scholarship for Spring Semester 2019. 
*You may apply for both quotas of General 
and C. D. P. quota at the same time. 
[No. of Students to be Recommended] 
2 
 [Period and Place of Registration] 
April 10th – April 19th, 2019 
International Student Support Section 
(Student Center 2F, Counter No.4) 
*For more information, please refer to our website. 
http://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/expense/foreign/ 
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大学推薦 
学生センター２階４番窓口（国際教育課留学生支援係）で受付を行います。 
詳細は、留学生支援係窓口または下記ウェブサイトで確認してください。 
学内申請書に「ゆうちょ銀行の通帳」、「語学能力証明書類」のコピーを 
添付して提出してください。 
私費留学生対象奨学金ホームページ  
http://www.gakuseisupport.ynu.ac.jp/expense/foreign/  
金   額： 給付 48,000 円/月（2019 年 4 月 から 2020 年 3 月） 
応募資格： 2019 年 4 月現在、学部正規生、大学院正規生または大学院研究生のうち、成績評価係数

が 2.30 以上の者。語学能力（日本語または英語）が水準に達する者。 
仕送り額が平均月額 9 万円以下（入学料・授業料除く）。 
在日扶養者の年収が 500 万円未満。2019 年度大学推薦奨学金登録者。 
学習奨励費との併給を制限されている奨学金および JASSO の留学支援制度による支援を  
受けていない者。 
※一般枠、就職促進プログラム枠は併願可。 
※1 年以内に JLPT N1 を取得すること。 
※キャリア教育アクティブラーニングプログラムに参加していること。 
※インターンシップ説明会に参加すること。 
※「キャリア形成実習（横浜の産業と企業理解）」（夏期集中・正課科目）を履修すること。 
上記プログラムの詳細は、窓口で確認してください。 

受付期間： 2019 年 4 月 10 日（水）～4 月 19 日（金） 
推薦人数： 10 名 
受付場所： 国際教育課留学生支援係窓口（学生センター２階） 

※ 本学から推薦された者は結果判明まで他の大学推薦奨学金には推薦されません。   

掲示期間：受付期間終了まで 

平成３1 年４月１日 国際教育課留学生支援係 045-339-3182 

土日祝除く ８：３０～１２：４５／１３：４５～１７：００ 
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