
２０２２年度 私費外国人留学生奨学金・授業料補助一括申請募集要項 
 

1. 申請要件（以下の A 及び B の要件を全て満たすこと）                                                                      

A．在留資格に関する要件 ※「明治大学私費外国人留学生奨学金」・「明治大学私費外国人留学生授業料補助」 共通事項 

2022年 4月 26日（火）時点で有効な在留資格「留学」を保持している者 

※2022年 4月 26日（火）時点で有効な在留資格「留学」を保持していない場合は，以下のいずれかに当てはまる者 

(ア) 2022 年 4月 26日（火）17時までに国際教育事務室に COE を申請している者 

(イ) 2022 年 4月 26日（火）17時までに在留資格「留学」の取得手続きをしている者（在留期間更新，在留資格変更） 

※協定留学または認定留学中で「留学」の在留資格が失効している者の申請は認めます。 

B．在留資格以外の要件 

明治大学私費外国人留学生奨学金 明治大学私費外国人留学生授業料補助 

 

 

 

 

(1) 学業，人物ともに優れ，経済的理由により修学が困難な者 

(2) 本学の正規課程に在学する私費外国人留学生であること（交換留学生は除く）。 

(3) 以下のいずれかに該当する者 

(ア) 学部 2年生以上在籍者 

(イ) 大学院博士前期課程及び専門職学位課程在籍者 

(ウ) 大学院博士後期課程在籍者  

(4) 直近の GPA が，学部生：2.00 以上，大学院生:3.00 以上 

（会計専門職研究科の学生のみ 1.70 以上）の者 

(5) 学部在籍者については，以下の必要取得単位数を満たしていること 

    必要取得単位数 ＝ 在籍学期数×15 単位  

(6) 2022年度において， 

他から受けている奨学金等の受給月額の合計が，25,000 円以下であること 

(7) 2022年度において休学，原級，在籍原級または留籍をしていないこと， 

また，2022年度秋学期に休学しないこと。 

※ ただし，休学したことに伴う原級の場合は申請が可能な場合があるので， 

事前質問期間中に国際教育事務室まで問い合わせること。 

(8) 2022年度に懲戒処分を受けていないこと。 

(9) 2021年度に本奨学金を受給した奨学生は，報告書を期日内に提出していること。 

(1) 学業及び人物とも優れ，かつ，留学生活上の経済的援助が必要であると認められる者  

(2) 本学の正規課程に在学する私費外国人留学生であること(交換留学生は除く)。 

(3) 前年度までの GPA が 学部生:2.00 以上, 大学院生:3.00 以上（会計専門職研究科のみ 1.70

以上）の者 

※ 新入生は GPA については問わない。 

(4) 前年度の修得単位数が学部生は 20 単位以上であること。 

※ 学部新入生及び大学院生は，前年度修得単位数については問わない。 

※ 2021年度秋学期入学者は秋学期の修得単位数が 10単位以上であること。 

※ 2022年度復学者は，休学前に在籍した年度の修得単位数が 20単位以上であること。 

半期のみ在学していた場合は、修得単位数が 10単位以上であること。 

(5) 以下のうち該当する家計基準を満たしている者 

A.申請者が日本国内にいて，経費支弁者が日本国外にいる場合，経費支弁者からの 

  仕送り額が平均月額 90,000 円以下（入学金・学費を除く）であること。 

B.申請者・経費支弁者が共に日本国内にいる場合，経費支弁者の年収が日本円に換算して 

  500 万円以下であること。 

C.申請者・経費支弁者が共に日本国外にいる場合，経費支弁者の年収が日本円に換算して 

  700 万円以下であること。 

※ B,C の基準額は世帯人数 4名を想定した基準額になります。 

※ 世帯人数が 5名を超えている場合は以下の表をご確認ください。 

※ 経費支弁者の年収は日本円に換算して以下の金額である必要があります。 

 

 

■ 大学院９月入学者のうち，2022 年 9 月に在籍課程を修了する者： 

2022 年度春学期に以下の要件を満たすこと 

■ 上記以外の者：2022 年度秋学期に以下の要件を満たすこと 



(10) 大学院研究奨励奨学金に採用されていない者（過年度も含む） 

大学院研究奨励奨学金に採用された者は，本奨学金の選考対象とはなりません。 

(11) 明治大学グローバル選抜助成金に採用されていない者 

※ ただし，明治大学私費外国人留学生特別助成金の受給者は申請可。 

 

(6) 明治大学グローバル選抜助成金，明治大学私費外国人留学生特別助成金を受給していない者。 

(7) 2022年度において 原級，在籍原級または留籍をしていない者。また，春学期に休学をしない者。 

※ 休学したことに伴う原級の場合は申請が可能な場合があるので， 

事前に国際教育事務室まで問い合わせること。 

※ 秋学期に復学する者については 10 月に募集を行うので，その際に応募してください。 

(8) 2022年度に懲戒処分を受けていないこと。 

※ 申請以降に除籍または停学・退学等の懲戒処分となった場合は補助の対象外となります。 

一度除籍になった場合,除籍取消を行っても,その年度は補助の対象外となります。 

世帯人数 オンライン申請時点の居住地 収入 

5 人 
申請者・経費支弁者が共に日本国内にいる場合 700 万円以下 

申請者・経費支弁者が共に日本国外にいる場合 900 万円以下 

6 人 
申請者・経費支弁者が共に日本国内にいる場合 900 万円以下 

申請者・経費支弁者が共に日本国外にいる場合 1100 万円以下 

7 人 
申請者・経費支弁者が共に日本国内にいる場合 1100 万円以下 

申請者・経費支弁者が共に日本国外にいる場合 1300 万円以下 

8 人 
申請者・経費支弁者が共に日本国内にいる場合 1300 万円以下 

申請者・経費支弁者が共に日本国外にいる場合 1500 万円以下 

２．申請期間・提出書類 

よくある質

問集 

一括申請の申請方法等について，よくある質問が Q＆A形式で以下のページから確認できます。 

https://www.meiji.ac.jp/cip/student_support/funding/application.html 

上記ページに書かれていないことについて質問したい場合には，国際教育事務室(iso@mics.meiji.ac.jp)までメールで問い合わせてください。電話での質問は受け付けません。 

寄せられた質問に対する回答は随時まとめて，上記のよくある質問集に追加で掲載します。 

質問を送る前には必ず質問集を確認し，すでにある質問と同一の質問は避けてください。 

オンライン 

申請期間 

【オンライン申請期間】 4 月 1２日（火）11：00 ～ 4 月 26 日（火）17：00 まで（日本時間） 

以下の URL からオンライン申請を行ってください。 

https://reg18.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=pjrd-lgmjsa-11564d704980afd54093dd4fc2cc5a6a 

【注意事項】 ●上記時刻までに回答を完了し，送信をする必要があります。時間に余裕をもって回答してください。 

※いかなる事情でも申請の遅れは一切認めません。なお，4月 26日（火）17 時以降は質問を受け付けませんので，問い合わせは必ず事前に済ませてください。 

通信事情等によりオンライン申請が行えない場合は，4 月 26 日（火）16 時までに国際教育事務室までメールで問い合わせてください。  

 ●オンライン申請期間終了後は回答及び回答内容の修正ができません。 

 ●申請が完了したかどうかの問い合わせには対応できません。自動返信メールが届いていれば回答は完了しておりますので，そちらをご確認ください。 

 ●郵送や窓口での書類提出は受け付けません。必ずオンラインで申請をお願いします。 

https://www.meiji.ac.jp/cip/student_support/funding/application.html
mailto:iso@mics.meiji.ac.jp
https://jpn01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Freg18.smp.ne.jp%2Fregist%2Fis%3FSMPFORM%3Dpjrd-lgmjsa-11564d704980afd54093dd4fc2cc5a6a&data=04%7C01%7Cma20006%40mics.meiji.ac.jp%7Cdcc4cd8b943a45af347108da19090cbd%7C0f5c64587cc8444493d2cc6e3debf4c6%7C0%7C1%7C637849823922412188%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&sdata=d1BzGlopf9YLyW5A5iS30BwmN8Oy6e%2Bo8QOgO%2Bj2iCU%3D&reserved=0


提出 

書類 

以下の書類はオンライン申請の際に提出を求めますので，用意できるものにつきましては必ず事前にご用意ください。 

特別な事情で提出できない書類がある場合には，国際教育事務室まで事前にメールで問い合わせたうえ，指定された書類を提出してください。 

 

（１）在留資格「留学」に関する証明書類  

以下の①または②を提出してください。 

①2022 年 4月 26日（火）時点で有効な在留資格「留学」を保持している者は，オンライン申請フォームからお持ちの在留カードの両面の写真またはスキャンデータを提出してください。 

②2022 年 4月 26日（火）時点で有効な在留資格「留学」を保持していない者は，申請フォーム内に保持していない理由を入力する箇所がありますので、そちらに現在有効な在留資格「留学」を保持し

ていない理由を記入してください。 

（記入例：現在入国制限により日本国外にいるため，在留資格「留学」を保持していないが，2022 年 4月 26日（火）17時までに COE を申請しています。/現在，在留資格「家族滞在」から「留

学」に資格変更手続きを行っているため，在留資格「留学」の在留カードを提出できません。等） 

（２）住宅賃貸借契約書など（契約者，契約期間，家賃がわかるもの）の写真またはスキャンデータ 

※日本国内に住居がない場合には提出不要。 

※日本国内に住居はあるが，賃貸借契約書が手元にない場合には家賃を支払っていることが確認できる書類（通帳，レシート等）を提出してください。 

（３）経費支弁者の 2021 年度の年収が明記されている収入証明書の写真またはスキャンデータ 

※申請者と経費支弁者が同じ国（日本含む）にいる場合には提出が必要となります。 

※収入証明書が日英以外の言語で作成されている場合には申請者自身が日本語訳を追記したうえで提出してください。 

※申請者が日本国内にいて，経費支弁者が日本国外にいる場合には提出不要。 

（４）預金通帳の見開きの写真またはスキャンデータ（Eco 通帳可） 

※原則，通帳の変更は認められませんのでご注意ください。 

※日本国内の銀行口座のみ受付可能。日本国内の銀行口座を持っていない場合には提出不要。（受給者決定後，申請時に通帳を提出できなかった者にはご連絡します。） 

（５）研究計画書（博士前期・後期課程の大学院生のみ） 

→申請フォーム内に研究計画を入力する箇所があります。（800 字程度）事前にWord やテキストファイルで準備をお願いします。 

 

３．各奨学金の概要 

  明治大学私費外国人留学生奨学金 明治大学私費外国人留学生授業料補助 

奨学金 

概要・目的 

勉学の意欲を持ち，かつ，教育上経済的援助が必要と認められる外国人留学生を援助

することを目的とします。 
私費外国人留学生の経済的負担を軽減し，学業の継続を援助することを目的とします。 



支給月額・ 

補助率 
月額 50,000 円 

 

・補助率は以下の表のとおりです。 

※補助は学費の中の「授業料」のみを対象とします。 

学年 補助率決定基準 補助率 

学部・大学院 

新入生 
不問 40％ 

専門職学位課程  

新入生 
不問 30％ 

大学院 

M2，D2 以上 

所属研究科の有資格者のうち 

成績上位 80％以内 
30％ 

専門職学位課程 

2 年生以上 

所属研究科の有資格者のうち 

成績上位 80％以内 
15％ 

学部 

2 年生以上 

所属学部の有資格者のうち 

成績上位 10％以内 
50％ 

所属学部の有資格者のうち 

成績上位 40％以内 
30％ 

所属学部の有資格者のうち 

成績上位 80％以内 
15％ 

 

給付方法・ 

補助の 

実施方法 

指定銀行口座へ振り込み 

通年 

対象者 

9 月下旬頃送付される秋学期分の授業料振込用紙において，授業料補助額を差し引

いた額が請求されます。 

春学期 

対象者 

2022 年度の春学期は在学し，秋学期に休学予定の者については，11 月 20 日まで

に各学部・研究科に休学願を提出し，休学在籍料の支払いを完了してください。この手

続きを完了した休学者には，春学期分の授業料補助額をオンライン申請時に提出され

た銀行口座に振り込みます。※振込が確認できるまで口座を解約しないでください。 

9 月 

卒業・ 

修了者 

9月上旬に卒業・修了を確認してから，春学期分の授業料補助額をオンライン申請時に

提出された銀行口座に振り込みます。口座への振込は 9 月中旬を予定しています。 

 ※振込が確認できるまで口座を解約しないでください。 

支給期間 

(1) 大学院 9月入学者のうち，2022年 9月に在籍課程を修了する者: 

2022年 4月～2022年 9月（6 ヶ月間） 

(2) 上記(1)以外の者: 

   2022年 10月～2023年 3月(6 ヶ月間) 

  

募集人数 学部・大学院計 160 名（予定）  



 

４．選考について 

  明治大学私費外国人留学生奨学金 明治大学私費外国人留学生授業料補助 

選考方法 

(1) 大学院 9月入学者のうち，2022年 9月に在籍課程を修了する者： 

2021年度秋学期までの成績等により，選考を行います。 

(2)上記(1)以外の者：2022年度春学期までの成績等により，選考を行います。 

所属学部・研究科での成績順位に応じて補助対象者を決定します。 

※受給資格を満たした申請者でも，今年度の予算の範囲内で補助を行うため，補助の対象外となる場合がありま

す。 

合否通知 

以下のとおり，Oh-o!Meiji で応募者全員に通知する予定です。 

(1) 大学院 9月入学者のうち，2022年 9月に在籍課程を修了する者 

7月末日まで（予定） 

(2) 上記(1)以外の者：10月下旬から 11月上旬（予定） 

※ 合否通知後，受給決定者は誓約書を提出する必要があります。詳細は別途通知しま

す。 

Oh-o!Meiji で応募者全員に 7月下旬までに通知する予定です。 

 

５. 個人情報の取扱いについて 

明治大学は，「個人情報保護に関する法律」ならびに本学の「個人情報の保護に関する規程」に基づき，学内奨学金・授業料補助の申請者及び関係者の個人情報を奨学金業務全般及び 

それらに付随する業務等の利用目的以外には使用しません。また，個人情報提供先については，法令に遵守した形で行い，これらの目的以外に個人情報を利用しないことを約束します。 

 

６. その他注意事項 

明治大学私費外国人留学生奨学金 明治大学私費外国人留学生授業料補助 

(1) 申請書類受理後に受給資格を満たしていないことが判明した場合，選考の対象にはなりません。 

(2) 大学院研究奨励奨学金との併給はできません。大学院研究奨励奨学金に採用された者(過年度含む)

は，本奨学金の選考の対象とはなりません。 

(3) 連絡は原則として Oh-o!Meiji で行います。必ず確認してください。 

(1) 申請書類受理後に受給資格を満たしていないことが判明した場合，選考の対象にはなりません。 

(2) 学費を納入していない者は，補助の対象になりません。 

(3) 連絡は原則として Oh-o!Meiji で行います。必ず確認してください。 

(4) いかなる場合でも再選考はいたしません。 

 
 
 
 

以 上 

給付の 

停止・取消 

以下のいずれかに該当する場合，奨学金の給付決定の取り消しまたは給付を停止し，奨学

金を返還させることがあります。 

(1) 在留資格が「留学」からその他の資格に変更になった場合 

※ 給付決定後，在留資格に変更がないかを確認します。 

(2) 休学または退学をした場合 

(3) 申請内容に虚偽の記載があった場合 

(4) その他，受給者として適当でないと認められた場合 

(5) 懲戒処分を受けた場合 

以下のいずれかに該当する場合，授業料補助の決定を取り消し，補助額の返還をさせることがあります。 

(1) 在留資格が「留学」からその他の資格に変更になった場合 

(2) 申請内容に虚偽の記載があった場合 

(3) 除籍，退学，懲戒処分となった場合 

(4) 出席状況及び学業成績を勘案した結果，成業の見込みがないと認められる場合  

(5) その他，受給者として適当でないと認められた場合 

奨学生の 

義務 

所定の期間に「学習報告書(所定用紙)」を提出する必要があります。 

期日までに提出がない場合,次年度の本奨学金の受給資格を失います。詳細は別途通知し

ます。 

 


