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2021年度日本政府（文部科学省）奨学金留学生募集要項 

日本語・日本文化研修留学生（大学推薦） 
 

文部科学省は、日本語・日本文化に関する教育職・研究職等の人材の育成を目的として、所定の

日本の大学にて１年間、日本語能力及び日本事情・日本文化の理解の向上のための教育・研究を行

う、大学推薦による国費外国人留学生（日本語・日本文化研修留学生）を下記のとおり募集する。 

記 

１．応募者の資格及び条件 

（１）対象 

日本の大学において、日本語能力及び日本事情・日本文化の理解の向上のための教育を受ける

ために、新たに外国から留学する者。なお、対象者は大学間交流協定等に基づき、相手大学から

公式に推薦を受けた者に限る。 

 

（２）国籍 

日本政府と国交のある国の国籍を有すること。申請時に日本国籍を有する者は、原則として募

集の対象とならない。ただし、申請時に日本以外に生活拠点を持つ日本国籍を有する二重国籍者

に限り、渡日時までに外国の国籍を選択し、日本国籍を離脱する予定者は対象とする。 

 

（３）年齢 

1991 年４月２日から 2003 年４月１日までの間に出生した者。例外は国籍国の制度・事情（兵

役義務・戦乱による教育機会の喪失等）により資格年齢時に応募できなかった者と文部科学省が

判断した場合に限られる。個人的事情（経済状況、家族の事情、健康状態、大学又は勤務先の都

合等）は一切認めない。 

 

（４）学歴 

下記①～③のすべての条件を満たす者とする。 

① 渡日及び帰国時点で外国（日本国以外）の大学の学部に在籍している者。 

② 日本語・日本文化に関する分野を主専攻として専攻している者。 

③ 2021 年９月１日現在において、大学での日本語・日本文化学習期間が通算１年以上の者。

（別の大学での日本語・日本文化学習歴を合わせて日本語・日本文化学習期間が通算１年

を満たす者は、必ず、日本語・日本文化学習期間が１年以上であることを証明できる書類

（別の大学で履修した成績証明書等）を提出すること。） 

 

（５）日本語能力 

日本語の能力を有する者として、以下のいずれかの条件を満たす者。 

① 正規課程への入学時点で日本語能力試験（JLPT）のレベル N2以上に合格している者。 

② ①相当以上の日本語能力を有していると受入大学において判断できる者。 

 

（６）健康 

日本留学について心身ともに支障がないと大学が判断した者。 
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（７）渡日時期 

原則として、研修コースの始まる２週間前からコース開始日までのうち、受入大学の指定する

期日（原則として９月又は 10 月）に渡日可能な者。 

やむを得ない事情があると文部科学省が判断した場合を除き、指定された期間最終日までに渡

日できない場合は採用を辞退すること。また、自己の都合により、上記の所定の期間外に渡日す

る場合は、渡日旅費を支給しない。 

 

（８）査証取得 

渡日前に原則として国籍国所在の在外公館で「留学」の査証を新規取得し、新規に取得した「留

学」の在留資格で入国すること。そのため、既に他の在留資格（「永住者」、「定住者」等）を

有している場合であっても「留学」に変更の上、新規渡日する必要がある。なお、国費外国人留

学生の身分終了後に改めて「永住者」又は「定住者」の在留資格を申請しても当然には認定され

ない可能性があることを理解すること。 

新規に「留学」の査証を取得せずに渡日した場合は、奨学金の支給停止となるので注意するこ

と。 

 

（９）対象外 

次に掲げる事項に一つでも該当する者については対象外とする。採用以降に判明した場合には

辞退すること。 

① 渡日時及び奨学金支給期間において、現役軍人又は軍属の資格の者。 

② 文部科学省又は受入大学の指定する期日までに渡日できない者。 

③ 過去に日本政府（文部科学省）奨学金留学生であった者（渡日後辞退者を含む）。なお、

文部科学省学習奨励費（MEXT Honors Scholarship）は日本政府（文部科学省）奨学金留

学生にあたらないため、過去に受給歴があっても応募可能。 

④ 日本政府（文部科学省）奨学金制度による他の 2021 年度奨学金支給開始のプログラムと

の重複申請をしている者。 

⑤ 申請時に既に在留資格「留学」で日本の大学等に在籍している者及び申請時から奨学金支

給期間開始前に私費外国人留学生として日本の大学等に在籍、又は在籍予定の者。ただし、

現在、日本の大学等に在籍又は在籍予定の私費外国人留学生であっても、奨学金支給期間

開始前に帰国することが申請時において確実で、新たに在留資格「留学」を取得し渡日す

る者はこの限りではない。 

⑥ 奨学金支給期間開始後に日本政府（文部科学省）以外の機関（自国政府機関を含む）から

奨学金を受給することを予定している者。 

⑦ 申請時に二重国籍者で、渡日時までに日本国籍を離脱したことを証明できない者。 

 

（10）奨学金支給期間終了後の帰国・復学 

奨学金支給期間終了月内に帰国し、渡日時点で在籍していた外国の大学の学部に復学の上、引

き続き日本語・日本文化の学習を続けることが確実な者。この帰国・復学の条件が履行されなか

った場合は、支給開始時に遡及して奨学金の全額返納を命じることがあるため、終了後に帰国・

復学することが確実でない者を推薦しないこと。 

 

（11）その他 

日本留学中、日本の国際化に資する人材として、広く地域の学校や地域の活動に参加すること

で、自国と日本との相互理解に貢献するとともに、修了後も留学した大学と緊密な連携を保ち、
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修了後のアンケート調査等にも協力する他、帰国後は在外公館等が実施する各事業に協力するこ

とで、自国と日本との架け橋となる意思のある者を採用する。 

 

２．奨学金支給期間 

奨学金支給開始月から１年以内で、各大学の研修コース修了に必要な期間。奨学金支給期間の

延長は認めない。 

 

３．奨学金等 

（１）奨学金 

月額 117,000円を支給する。特定の地域において修学・研究する者には、月額 2,000円又は 3,000

円を月額単価に加算する。なお、日本政府の予算状況により各年度で金額は変更される場合があ

る。大学を休学又は長期に欠席した場合、その期間の奨学金は支給されない。 

 

（２）旅費 

① 渡日旅費 

文部科学省は、原則として旅行日程及び経路を指定して航空券を交付する。航空券は、渡日す

る留学生の居住地最寄りの国際空港（原則、国籍国内）から受入大学が通常の経路として日本国

内で使用する国際空港までの下級航空券とする。なお、渡日する留学生の居住地から最寄りの国

際空港までの国内旅費、空港税、空港使用料、渡航に要する特別税、日本国内の旅費（航空機の

乗り継ぎ費用を含む。）、旅行保険料、携行品・別送手荷物に関わる経費等は留学生の自己負担と

する。また、国籍国に在外公館が所在せず、査証申請のため第三国へ立ち寄り渡日する者又は国

籍国からの直行便がない者については、立ち寄り国内の旅費、宿泊費等は自己負担とし、国籍国

から立ち寄り国までの航空券並びに立ち寄り国から受入大学が通常の経路で日本国内で使用す

る国際空港までの下級航空券のみを文部科学省が交付する。「留学生の居住地」は原則として申

請書に記載された「現住所」とするが、渡日前に国籍国内で転居する場合は、申請書「渡日前住

所」欄に記載された住所を「居住地」として認め、最寄りの国際空港からの航空券を手配する。

なお、査証申請のための第三国立ち寄りを除き、自己都合により国籍国外から渡日する場合は航

空券を交付しない。 

 

② 帰国旅費 

文部科学省は、原則として研修コースを修了し、上記「２．奨学金支給期間」に定める奨学金

支給期間終了月内に帰国する留学生に対し、本人の申請に基づき航空券を交付する。航空券は、

受入大学が通常の経路として使用する国際空港から当該留学生が帰着する場所の最寄りの国際

空港（原則、国籍国内）までの下級航空券とする。帰国する留学生の日本での居住地から最寄り

の国際空港までの旅費、空港税、空港使用料、渡航に要する特別税、国籍国内の旅費（航空機の

乗り継ぎ費用を含む。）、旅行保険料、携行品・別送手荷物に関わる経費等は留学生の自己負担と

する。なお、自己都合及び下記「４．奨学金支給停止事項」の事由により奨学金支給期間終了前

に帰国する場合は帰国旅費を支給しない。 

また、奨学金支給期間終了月内に帰国せず、又は同月内に帰国しても渡日時点で在籍していた

外国の大学の学部に復学しない場合、帰国旅費は原則支給しない。 

 

（３）教育費 

大学における入学検定料、入学金及び授業料等は受入大学が負担すること。 
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４．奨学金支給停止事項 

次の場合には、文部科学省は奨学金の支給を取り止める。また、これらに該当した場合、これ

まで支給した奨学金の一部又は全ての返納を命じることがある。なお、処分が決定されるまでの

間、奨学金の支給を止めることもある。 

① 申請書類に虚偽・不正の記載があることが判明したとき。 

② 文部科学大臣への誓約事項に違反したとき。 

③ 日本の法令に違反し、無期又は一年を超える懲役若しくは禁固に処せられたとき。 

④ 大学における学則等に則り、懲戒処分として退学・停学・訓告及びこれらに類する処分を

受けた場合あるいは除籍となったとき。 

⑤ 大学において学業成績不良や停学、休学等により受入大学の研修コースを奨学金支給期間

終了月までに修了することが不可能であることが確定したとき。 

⑥ 「留学」の在留資格を新たに取得せずに渡日したとき又は「留学」の在留資格が他の在留

資格に変更になったとき。 

⑦ 他の奨学金（使途が研究費として特定されているものを除く。）の支給を受けたとき。 

 

５．推薦手続き及び選考 

（１）推薦 

各大学長は、特に優秀な者で奨学金の支給を必要とする者を、大学での審査の上、推薦順位を

付した上で別紙様式により必要書類を添えて文部科学大臣に対し推薦する。なお、推薦の際は

「2021年度日本政府（文部科学省）奨学金留学生 日本語・日本文化研修留学生（大学推薦）推

薦に当たっての留意事項」に従って手続きを行うこと。 

推薦がない場合も、下記の【推薦がない場合の提出書類】に従って指定する別紙様式を提出す

ること。 

 

（２）選考 

各大学長から推薦された者のうち、文部科学省の選考委員会の審査により採用候補者を決定し、

これに基づき文部科学省は、奨学金支給対象者及び支給期間を決定する。 

 

（３）提出書類等 

① 文部科学省への提出書類 

ア 国費外国人留学生（日本語・日本文化研修留学生）推薦調書【別紙様式１】 

イ 推薦者一覧【別紙様式２】 

ウ 学内での募集・選考に関する調書【別紙様式３】 

エ 申請書（写真要貼付）【別紙様式４】 

オ 日本語・日本文化研修留学生フォローアップ状況調査票【別紙様式５】 

※１ 上記ア、イ、ウ及びオは大学が作成し、アは推薦者ごとに、イ、ウ及びオは大学ごとに

それぞれ作成すること。上記エは大学が本人から取り寄せること。 

※２ 写真は最近６か月以内に撮影したもので 4.5×3.5 ㎝、上半身、正面、脱帽、裏面に国    

籍及び氏名を記入し申請書所定の場所に貼付のこと。電子データの貼付可。 

※３ 上記ア～エの正本各１部を公文書に添付し、文部科学省へ提出すること。上記ア及びイ

は電子データも提出すること。また、上記オは電子データのみ提出し、出力紙の提出は

不要とする。 
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② 大学が本人から取り寄せて大学内で保管する書類（写しを各１部保管すること。） 

カ 本人の国籍身分を証明する書類（例えば、パスポートの写し、本国の戸籍抄本、市民権等

の証明書の写し） 

キ 在籍中の大学に関する在籍証明書 

ク 在籍大学（在学年次までの全学年）の学業成績証明書 

ケ 在籍大学の推薦状（受入れ予定大学長あてのもの） 

コ 日本語・日本文化学習期間が１年以上と証明できる書類（※上記クの学業成績証明書では

在籍大学での日本語・日本文化学習期間が通算１年以上であることを証明できない場合に

取り寄せること） 

サ 上記「１．（５）日本語能力」のいずれかの条件を満たす根拠となる書類（例：JLPT の証

明書等） 

※４ 上記サに関し、日本語・日本文化研修留学生における該当する語学能力条件番号で日本

語②により語学能力条件を満たす者については、当該能力を有していると受入大学が判

断した理由を「ア 国費外国人留学生（日本語・日本文化研修留学生）推薦調書」の所

定欄に記載するとともに、判断の根拠となる書類を文部科学省に提出すること。なお、

該当する語学能力条件番号で日本語①の語学能力条件を満たす者の上記サは大学保管

とする。 

 

【 推薦がない場合の提出書類 】 

ウ 学内での募集・選考に関する調書【別紙様式３】 

オ 日本語・日本文化研修留学生フォローアップ状況調査票【別紙様式５】 

※５ 上記ウの正本１部を公文書に添付し、文部科学省へ提出すること。また、上記オを電子

データで文部科学省へ提出すること。 

 

【 上記①②の留意事項 】 

・ ア、イ、ウの書類は日本語で作成すること。エの書類は日本語又は英語により作成するこ

と。その他の言語により作成する場合は、日本語による訳文を必ず添付すること。可能な

限り文書作成ソフト等を用いて全てＡ４判に統一して作成すること。オの書類は、様式中

の入力例で特記がない限りは日本語で作成すること。 

・ 提出書類は一切返却しない。 

・ 提出書類の内容について、大学は責任を持って確認すること。上記の申請書類がすべて完

全にかつ正確に記載されていない場合、又は付属書類が完全に揃っていない場合は審査に

付さない。（採用以降に不備又は虚偽の記載が判明した場合は採用を取り消すことがある。） 

・ 提出期間を過ぎたものは、一切受理しない。 

・ 大学で保管する書類については、文部科学省からの要請に応じて提出できるよう適切に管

理すること。 

    

６．提出期間及び結果通知 

（１）上記５（３）①の文部科学省への提出書類のうち、ア、イ、ウ、エの書類 

提出期間：2021年４月８日（木）～ 2021年４月 15日（木）必着 

 

（２）上記５（３）①の文部科学省への提出書類のうち、オの書類データ 

提出期間：2021年５月 20日（木）～ 2021年５月 27日（木）必着 
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（３）結果通知 

2021年６月（予定） 

【 留意事項 】 

・ 推薦がない場合の書類提出期間についても上記（１）及び（２）と同様とする。 

・ 提出期間終了後の書類提出、提出後の書類差し替え、申請取り下げ、追加申請及び推薦

順位変更は認めない。 

・ 結果通知は各大学長宛に文書をもって行い、文部科学省から本人への通知は行わない。 

  

７．注意事項 

（１）受入大学は留学生が渡日する前に、奨学金支給期間、奨学金支給条件、渡日時期及び渡日方

法（留学査証の取得方法等）について周知徹底すること。また、渡日に先立ち、日本語を学習

するよう指導し、日本の気候、風土、習慣、日本と母国の法制度の違い、大学の状況等につい

て、あらかじめ周知すること。 

 

（２）日本語・日本文化研修留学生のプログラムは学位取得を目的とするものではないため、研修

コースの途中、又は修了直後に日本政府（文部科学省）奨学金留学生として、大学の学部、大

学院の修士課程・博士課程に入学することはできない。 

 

（３）各大学における学事上の取扱いについては、事前に十分指導すること。 

 

（４）渡日後、奨学金を受給するまでに１か月～１か月半程度必要なため、当座の生活資金として、

さしあたり必要となる費用を最低 2,000 米ドル程度用意するよう指導すること。（地域・大学

の事情により別途必要な費用がある場合は、必ず周知すること。） 

 

（５）渡日後、留学生を必ず国民健康保険に加入させること。 

 

（６）大学推薦により採用された者の宿舎については、受入大学の責任において斡旋すること。 

 

（７）奨学金支給対象者として決定された者であっても、本国の事情により、出国が不可能となる

ことがあるので、大学としても予め状況を把握しておくこと（特に、中国、ロシア、ミャンマ

ー、トルクメニスタンや在外公館が存在しない国の場合等は出国許可、旅券取得に相当の時間

を要する場合があるので確認しておくこと）。 

 

（８）奨学金支給対象者として採用された場合、以下のことを周知すること。 

・ 採用者に関する情報（氏名、性別、生年月日、国籍、受入大学・研究科・学部、専攻分野、

在籍期間、修了後の進路、連絡先（住所、電話番号、E-mailアドレス））を、日本政府の

実施する留学生事業（留学中の支援、留学終了者のフォローアップ、留学生制度の改善）

に利用する目的で、関係行政機関と共有する。また、採用者に関する情報（生年月日及び

連絡先を除く）は、日本政府が作成する外国人留学生の受入れ促進に向けた広報資料にお

いて、特に世界各国で活躍している元国費外国人留学生を紹介するために公表する場合が

ある。 

・ 国費外国人留学生として採用を決定する際に提出を求める、国費外国人留学生としての遵
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守事項を定めた誓約書において、本取扱についての承諾を求める。特別な事情がある場合

を除き、本取扱について承諾する者を、国費外国人留学生として採用する。 

 

（９）過去に退去強制処分を受け、所定の渡日時期までに「留学」の査証発給ができない候補者を

推薦した場合、この者の採用を取り消すので注意すること。 

 

（10）留学査証の申請に関し、国籍国の在外公館にて査証申請を行う者については、文部科学省か

ら便宜供与依頼を行うので、大学は別途在留資格認定証明書申請を行わないこと。 

国籍国以外の在外公館にて留学査証申請を行う者については、各大学の責任において在留資

格認定証明書申請等の手続きを行うこと。 

 

（11）上記の他、推薦に関する留意事項及び詳細は、別紙「推薦に当たっての留意事項」によるこ

と。 

 

（12）この募集要項に定めるもののほか、国費外国人留学生制度の実施に必要な事項は日本政府が

別に定める。 



 

 

 

 

２０２１年１０月渡日大学推薦国費外国人留学生（日本語・日本文化研修留学生）申請書類等一覧 

 

１．申請書類 

  １）日本政府（文部科学省）奨学金留学生申請書（2021年版）【両面印刷】・・・・・・・・・・    １ 

   ２）健康診断書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     １ 

  ３）申請者個人調書（日本語・日本文化研修留学生）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    １ 

   ４）在籍大学（申請時に発行できる全学年分）の成績証明書（日本語・日本文化に関する 

科目が分かるように印をつけること）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    １ 

５）日本語・日本文化学習期間が 1年以上と証明できる書類（成績証明書で在籍大学での 

日本語・日本文化学習期間が通算１年以上であることを証明できない場合のみ）・・・・・・    １ 

６）在籍中の大学の在籍証明書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   １ 

 ７）在籍大学の推薦状（東京学芸大学長あて，様式任意）・・・・・・・・・・・・・・・・・・    １ 

８）本国の戸籍抄本または市民籍等の証明書のコピー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    １ 

９）写真（最近 6か月以内に撮影したもので 4.5×3.5㎝，上半身，正面，脱帽， 

裏面に国籍及び氏名を記入し申請書所定の場所に貼ること） ・・・・・・・・・・・・・・     １ 

10）パスポートのコピー（写真の貼ってあるページ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・     １ 

  11）日本語能力の条件を満たす書類（JLPTの証明書等）・・・・・・・・・・・・・・・・・・         １ 

 

２．申請書類作成に関する注意事項等 

   １）これらの書類は、日本語又は英語により、可能な限り文書作成ソフト等を用いて A4サイズに統一して 

作成すること（その他の言語により作成する場合は，日本語による訳文を必ず添付すること）。 

必ず両面印刷にして提出すること。 

２）提出書類は、一切返却しない。 

  ３）上記の申請書がすべて完全にかつ正確に記載されていない場合、又は付属書類が完全に揃っていない場合は、

審査対象にならない。また提出期限を過ぎたものは、一切受理しない。 

 



        
 
 
 
 
Lists of Application forms and notes of Japanese Government Scholarship for Japanese Studies Students  
(Nihongo-Nihonbunka kensyu Ryugakusei:Nikkensei) from October, 2021（University Recommendation） 

 
1. Applications forms: 

1) Application for Japanese Government (Monbukagakusho; MEXT) Scholarship for                 
Japanese Studies Students for 2021【Double sided print】･････････････････････････････････････1 

2) Certificate of Health checkup ･･･････････････････････････････････････････････････････････1 
3) Personal Sheet (Japanese Studies Student)･･･････････････････････････････････････････････････1 
4) Academic transcript (all available academic years at the application) of home university (Please mark 

subjects related to Japanese language or Japanese culture.) ･･････････････････････････････････1 
5) Documents to prove that the period of your Japanese language or Japanese culture study is at least one year. 

(only when your transcript of your home institution cannot prove it)･･･････････････････････････････1 
6) Certificate of university enrollment  ･･･････････････････････････････････････････････････････1 
7) Recommendation letter of home university (to TGU president, format doesn't matter )････････････････1 
8) Full copy of one’s family register or citizenship  ･････････････････････････････････････････････1 
9) Photograph taken within past 6 months, upper body, full-faced, uncapped. Write your name and nationality on 

its back and paste it on the application form･･････････････････････････････････････････････････1 
10) Passport copy(only the page of the photo printed) ････････････････････････････････････････････1 

11) Documents which meet a requirement for Japanese language ability (e.g, Certificate of JLPT) ･･1 

 
2. Notes regarding application forms 

1) These documents must be written either in Japanese or in English. A document written in any other languages 
must be attached with a Japanese translation. The uniform size of all of the documents should be A4.  
Double sided prints are required for the documents. 
2) Submitted documents would not be returnable. 
3) Application forms submitted overdue and/or the forms filled out incorrectly /incompletely are not acceptable.   
 

 
 


	003.募集要項【日研：大学推薦】
	022.①2021MEXT_Japanese_Studies_Student（JP）
	023.②2021MEXT_Japanese Studies_Student（En）

