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◆手引きの概要について                               

 

本手引きは官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム～の平成 27 年

度（第 2期）～平成 29年度後期（第 7期）派遣留学生（大学生等向け）の募集要項に基づいた「奨

学金等の支給」、「事前・事後研修への参加（参加日程変更方法）」、「計画変更の際の手続き」に係る

手引き書です。 

派遣留学生として採用されてから、全ての奨学金等の受給が完了し、日本学生支援機構（以下

「機構」という。）に奨学金等に係る報告書を提出するまでの一連の流れとそれに伴う必要手続き

（在籍大学等担当者及び派遣留学生（支給対象者）が行う手続き）を記載しています。 

 

 各手続きにおける提出物（様式セット）については巻末に付録として掲載しております。（手引

き改訂の都度様式も変更します。必ず最新版をダウンロードしてください。） 

 奨学金等の支給基準、要件等は各期の募集要項に基づいています。本文中、期ごとに手続きが

異なる箇所については、注記として記載しています。 

 なお、募集要項において定められている奨学金等とは、第１期～第５期においては「奨学金」

「往復渡航費」「事前・事後研修参加費」「授業料」、第６・７期においては「奨学金」「留学準

備金」「授業料」です。 

 在籍大学等は危機管理上の指導に加え、奨学金等を受給する上で必要な諸手続きについて、必

ず派遣留学生が留学を開始する前に指導してください。 
 

本手引きに記載されていない事項（本手引き対象外事項）については、別途トビタテ！留学 JAPAN 事務

局各担当より必要な手続きなどを御案内します。 
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（１）奨学金等支給手続きに係るスケジュール（直近スケジュール）                   

  

※提出締切りについて黄色のマーカーを引いています 

支
給
対
象
者
登
録
（
２
章
）
及
び 

 

辞
退
・
転
学
に
つ
い
て
の
届
（
５
章
３
属
性
変
更
） 

６月中旬    ・採用通知送付（「受付センター」→在籍大学等→派遣留学生） 

・機構ＨＰに事務手引き等掲載  

 

６月 16 日頃   ・第 7期生「登録データ」送付（「受付センター」→在籍大学等） 

※在籍大学等で内容を確認してください。 

※今後の学生管理は登録データの順で行ってください。 

 

６月 27 日（火） ・第 7期生「登録データ」確認済連絡または、訂正依頼連絡（オンライ

ン） 

（在籍大学等→「受付センター」） 

※訂正なしの場合はこの時点で内容確定となります。 

         

７月 13 日（木） ・登録データ（確定版）送付（オンライン） 

（「受付センター」→在籍大学等） 

         ※確定版を送付します。 

※このデータに基づき平成 29 年度奨学金支給申請を行ってください。 

 

・第７期生 辞退及び転学についての「変更届」提出（様式Ｊ） 

（在籍大学等→「受付センター」） 

※第７期生の計画変更については 7 月 20 日から受付開始です。 

 

口
座
登
録 

（
２
章
） 

６月 30 日（金） ・銀行振込依頼書提出（様式Ａ）（在籍大学等→機構奨学金担当） 

奨

学

金 
支
給
申
請

（
３
章
１
） 

７月 20 日（木） ・奨学金等支給申請書提出（様式Ｆ）（在籍大学等→機構奨学金担当） 

           ※第７期生について、計画変更の有無に関わらず当初計画の金額を請

求してください 

変
更
申
請 

（
５
章
） 

７月 20 日（木）～ 

        ・第 7期生 計画変更受付開始（「変更届」（様式Ｊ） 

（在籍大学等→「受付センター」） 

         

研
修
参
加
費
支
給

申
請
（
３
章
２
） 

＜第２期生～５期生＞ 

７月 21 日（金）迄 ・夏季前期事後研修参加費支給申請書提出（様式 E） 

（在籍大学等→機構奨学金担当） 

10 月６日（金）迄 ・夏季後期事後研修参加費支給申請書提出（様式 E） 

（在籍大学等→機構奨学金担当） 

           

支
給 

(

３
章
） 

 

（留学期間中） ・在籍確認及び支給の実施（毎月実施） 

 

修
了
報
告

（
４
章
） 

・支給対象者修了報告書（様式Ｉ）＜平成 29 年度夏季事後研修参加者分＞提出 

（在籍大学等→機構奨学金担当） 

夏季前期事後研修参加者分: ９月２９日（金）迄  

夏季後期事後研修参加者分:１１月３０日（木）迄 
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※その他各手続きの日程は、該当する章を参照してください。 

※日程は変更される可能性があります。変更の際には、メールにて御案内します。 
 メールアドレスに変更がある場合は奨学金担当（窓口詳細は P.61 参照）までお知らせくださ
い。メールアドレスは可能な限り代表メールでお願いします。 

 
 （２）手引き関連書類、及び、必要書類のダウンロード先について               
 
１）手引き関係書類 

  ① 平成 29 年度官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学 JAPAN～日本代表プログラム 奨学金等

に係る事務手続きの手引き（大学生等用）第 1期～第７期生 （本紙） 

  ② 官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム～奨学金等受給のための

手引き 【派遣留学生用】 

  ③ 手引き様式（様式Ａ-Ｍ） 

  ④ 手引き様式記入例（様式Ａ-Ｍ） 

  ⑤ 手引き様式【派遣留学生用】 

  ⑥ 支給対象者登録データ ※第 1期生～第６期生は既に各大学等で管理していただいています。 

                             ※第７期生分については採用通知発送と同時に「受付センター」から 

オンラインシステムで送付します。 

  

①～⑤について以下ホームページに掲載しています 

 

２）トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム大学等事務担当者専用 ホームページアドレ

ス 
 
https://tobitate.jasso.go.jp/college/ 
 

    ※トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラムのトップページ画面中央バナー「日本代表プ

ログラムについて」内の「大学等事務担当専用ページ」３．奨学金支給関連に掲載して

います。 
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１．＜平成 29年度＞事務手続きの注意事項          
 

（１）【全期生】事務様式について                                   

この度、本手引き公開（平成 29 年 6 月中旬）と同時に事務様式も一部改訂しています。機構に提

出する書類は新しい様式で作成するようお願いします。 

 

 

（２）【全期生】留学先機関の受入許可証等について                               

留学先機関への受入許可証等、留学計画の実現性を証明できる文書等の写しの機構への提出は

原則不要ですが、必要に応じて機構への提出をお願いする可能性がありますので、在籍大学等

で内容を確認し、保管を必ずお願いします。なお、第 6期生からの授業料支給申請には、大

学・大学院からの受入許可証(写)の添付も必須ですので、御留意ください。 

 

 

（３）【第７期生】支給対象者登録データの確認について                                   

第 1期～第 5期においては、新規採用後に機構が作成する支給対象者登録データ（以下、「登録デ

ータ」という）は在籍大学等に一部記入を依頼しておりましたが、第 6期生と同様に第 7期生の登

録データは、全て記入した状態で送付します。在籍大学等では内容の確認を行い、登録データと同

時に送付する回答フォームに確認結果を入力のうえ、オンラインシステムの「メモ＆添付ファイ

ル」へアップロードにより、訂正の有無について提出期限までに回答してください。詳細について

は、登録データ送付時に通知します。（P.6 参照） 

 

 

（４）【第６期生～】奨学金等支援内容の変更について                               

第 6期生より奨学金等の支援内容を以下のとおり変更いたしました。支給基準、支給申請の詳細

については、「３．奨学金等の支給について」を御確認ください。 

（第 1期生～第 5期生の奨学金等の内容に変更はありません） 

 

＜機構第２種奨学金に掲げる家計基準を満たす学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜機構第２種奨学金に掲げる家計基準を超える学生＞ 

 

支援内容

北米、シンガポール、欧州（一部地域を除く※1）、中近東

支給内容

奨学金

600,000円

300,000円

※1(除外国)

アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、ジョージア（旧グ

ルジア）、クロアチア、コソボ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリ

ア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビ

ア、リトアニア、ルーマニア

アジア（シンガポールを除く）・大洋州・中南米・アフリカ及び上記除外国

月額　160,000円

月額　120,000円

150,000円アジア地域

上記以外の地域

授業料
（定額）

※2

支援期間が1年を超える

支援期間が1年以内

250,000円

留学
準備金
(定額）

※2　支給には一定の条件があります
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＜機構第２種奨学金に掲げる家計基準を超える学生＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・留学開始月または留学終了月であるか否かを問わず、留学期間中は、奨学金の月額を支給し

ます。ただし、1月の留学日数が 15 日未満になる場合は、当該月の奨学金を支給しません。

また、総留学期間が 28日未満の場合は、支援の対象外です。  

 

＜授業料について＞ 

・学生交流に関する協定等により、留学先機関において授業料不徴収又は全額免除となってい

る場合、授業料は支給されません。 

・学位の取得できる大学・大学院による受入許可証と請求書に基づき、上記授業料を支払いま

す。なお、受入許可証や請求書から、留学計画に沿った専門分野を学ぶことを目的としてい

ることが証明できない場合、シラバスや履修登録書の写しなど、証明可能な書類（語学の授業

のみではないことを証明できるもの）を併せて添付してください。（P.31 参照） 

 

（５）【第６期生～】修了報告書の提出時期について                     

 「修了報告書（様式 I）」については、事後研修参加後に、研修参加状況及び留学状況報告書

の提出状況と内容の確認をした上で、速やかに提出してください。なお、第 1期生～第 5期生

においては、これまでどおり、「事後研修参加費」支給後の所定の期日までに提出してくださ

い。（P.42 参照） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支援内容

※支給には一定の条件があります

授業料
（定額）※

支援期間が1年を超える

支援期間が1年以内

支給内容

奨学金

留学
準備金
(定額）

月額　60,000円

アジア地域

上記以外の地域

150,000円

250,000円

600,000円

300,000円
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２．奨学金等支給にかかる登録について                         
 

2.1. 【第７期生】支給対象者登録データの確認                       

 
奨学金等支給の基本となる支給対象者登録データ（以下「登録データ」という。）を、派遣留学生

の採用時の留学計画を基に機構が作成します。平成２９年６月１６日頃を目途に、第７期派遣留学

生として採用された学生がいる全ての在籍大学等に対して、当該大学等の派遣留学生の「登録デー

タ」を「トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム受付センター」（以下「受付センター」とい

う。）よりオンラインシステムの「メモ＆添付ファイル」にアップロードしますので、各大学等にお

いて内容の確認をお願いします。（内容確認のみとなり、各大学等での入力箇所はありません） 
 
各大学等で登録データが留学計画書の内容と合っているか確認後、登録データと同時に送付する

「登録データ確認結果回答フォーム.xlsx」に確認結果を入力の上、提出期限までにオンラインシス

テムの「メモ＆添付ファイル」に当該ファイルをアップロードしてください。  

 
登録データの情報は留学計画書の内容を反映しているため、原則訂正は受け付けませんが、以下

の２点については訂正依頼を受け付けます。 

①留学計画書の内容(第一希望)と登録データの情報に齟齬があった場合 

②授業料の有無に変更があった場合（登録データ確定以後は変更できません） 

 

※詳細については、登録データ送信時に御連絡いたします。 

※その他の変更は、平成 29 年 7 月 20 日（木）以降に変更届にて変更申請をしてください。 

※上記①②の訂正がなければ、送付した内容で確定となります。 

 

（１）登録データ確認結果回答フォーム提出締切日 

平成 29 年 6 月 27 日(火) 

 

（２）登録データ確認結果回答フォーム提出方法 

  オンラインシステムの「メモ＆添付ファイル」にアップロード  

 

（３）確定版登録データ送付予定 

平成 29 年 7 月 13 日(木) 

 

 
 
今後支給される奨学金等（奨学金・留学準備金・授業料）については、この「登録データ」で管

理することになります。 
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2.2.【全期生】振込口座の登録（届け出）                         
平成 29 年度に支給対象者がいる在籍大学等は、以下のとおり奨学金等送金口座の登録を行っ

てください。 

ただし、本制度第 1期生～第６期生（地域人材コースは除く）が在籍し、既に口座の届け出を

行っており、登録済内容に変更がない在籍大学等については、再提出する必要はありませ

ん。尚、地域人材コースのみの採用者がいた場合は、別途、届け出は必要になりますので、御留

意ください。 

 
全ての奨学金等はこの様式により在籍大学等から指定された口座に送金します。 

 
（１）提出期限 

 平成 29年 6月 30 日(金)郵送必着 

 
（２）提出様式 

①「銀行振込依頼書」（様式Ａ-1） 
②「口座情報貼付用紙」（様式Ａ-2） 

 

※様式の記入例に従い、記入漏れや誤りがないことを確認し公印を押印の上、提出してく

ださい。 

※口座情報の写しは、必ずカナ名義記載部分があることを確認し、通帳のない口座の場合

にはカナ名義のわかる書類（開設のお知らせ等）を併せて提出してください。 

※機構の他の事業に係る入金や他機関からの入金と混同が予測される場合は、専用の口座

を設置してください。 

※提出後に変更が生じた場合には連絡の上、再提出をお願いします。 

 

（３）提出先 

 奨学金担当（窓口詳細は P.61 参照） 
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３．奨学金等の支給について                           

本手引きにて取り扱う本制度で支援する「奨学金等」とは、以下のとおりです。 

 

第１期生～第５期生：「奨学金」「往復渡航費」「事前・事後研修参加費」「授業料」 

第６期生・第７期生：「奨学金」「留学準備金」「授業料」 

 

それ以外に別途通知するもの（支援企業からの航空券支援及び事前・事後研修以外の行事等参加

旅費等）については奨学金等としての取扱いには含めません。通知はメール等を通じてお送りしま

す。各通知に従い、手続きをしてください。 

 

【奨学金等の概要】 

奨学金等種類 対象者

（期） 

定額/実費 機構申請時期 学生支給 

時期 

申請 

様式 

記載箇所 

奨学金 ７期 定額 
平成 29 年７月 

（年度分一括） 
一月毎 様式Ｆ ３章１参照 

往復渡航費 ５期まで 定額 ― 留学前 ― (送金終了) 

授業料 全期 

３・４・５期：実費

（上限有） 

６・７期：定額 

請求書等必要書

類が揃い次第 
入金次第 様式Ｇ ３章４参照 

留学準備金 ６・７期 定額 奨学金と同じ 留学前 様式Ｆ ３章１参照 

事後研修参加費 ２～５期 
定額 

※4,5 期は前泊費含む 
研修後 研修後 様式Ｅ ３章２参照 

 
3.1.【全期生】奨学金・往復渡航費・留学準備金（定額支給分）                        

 
各支給基準を参照し、支給される内容を確認してください。（第５期生までと第６期生以降では支

給基準が異なります） 

 

3.1.1 【第６・７期生】奨学金・留学準備金の支給基準（支給される内容）               

 

（１）奨学金支給基準 

留学開始月又は留学終了月であるか否かを問わず、留学期間中は、奨学金の月額を支給

します。ただし、１月の留学期間が 15 日未満になる場合は、当該月の奨学金を支給しませ

ん。また、総留学期間が 28 日未満の場合は、支援の対象外です。 

 

例① ：10 月 20 日から 12 月 5 日までの留学 10 月も 12 月も支給対象外× 

例② ：10 月 15 日から 12 月 20 日までの留学 10 月も 12 月も支給対象○ 

例③ ：10 月 20 日から 12 月 20 日までの留学 10 月は支給対象外×、12 月は支給対象○ 
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【奨学金月額単価】 

・北米、シンガポール、欧州（一部地域を除く※）、中近東  

160,000 円 

   ・アジア（シンガポールを除く）、大洋州、中南米、アフリカ及び上記除外国※  

120,000 円 

・大学オープンコースは、留学先地域の別によらず、一律で月額 60,000 円を支給します。 

 

※除外国は次のとおりです。アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベ 

キスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、ジョージア（旧グルジア）、クロアチア、 

コソボ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、 

ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニ 

ア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア。 

 

【注意事項】 

 地域は、留学先機関の所在地です。（本部住所ではなく、実際所属する受入機関住所） 

 一月の内に留学先地域の地区が複数にまたがる場合は当該月の内、より多くの日数を

留学する地区の月額を支給するものとします。この場合において複数の地区の留学日

数が同じであるときは、より高い地区の月額を支給します。 

例）11 月 1 日～15日がアメリカ合衆国、16日～30日がオーストラリアである場合、11

月の奨学金は「アメリカ合衆国」の単価（160,000 円）で支給。 

 計画変更により留学先地域が変わる場合は必ずしも留学先地域の単価で支給されると

は限りません。当初計画（第一希望）からの変更による支給額の増額対応はしませ

ん。 
 

（２）留学準備金支給基準 

   以下の額を定額で支給します。 

・アジア地域  150,000 円 

・その他地域  250,000 円 

 

（注）アジア地域とは：アフガニスタン、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、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、香港、マカオ、マレーシア、ミャンマ

ー、モルディブ、モンゴル、ラオスを指します。 

※当初よりアジア地域とその他地域の両方が留学先に含まれている場合は、その他地域の単

価で支給します。計画変更による支給額の増額対応はしません。 
 

【往復渡航の搭乗券控えの提出について】 
（学生は証拠書類貼付用紙（P.14 参照）を大学等に提出）        
本制度による留学先への渡航及び留学先からの帰国を適切に行っていることの証明として搭乗     
券控え（又は搭乗証明書）の提出を派遣留学生から受け、確認の上、大学等で保管してくださ 
い。 
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【注意事項】 
  以下のいずれかに該当する場合は支給済み奨学金等の返納を求めることがあります。 
 

 本制度で採用された留学計画のための往復渡航にかかる証拠書類（搭乗券控え）を

派遣留学生本人が在籍大学等に提出できない場合 

 渡航日程が、留学開始・終了時期によって決められた事前・事後研修への参加に支

障をきたす場合 

 渡航日程や経路について、在籍大学等が危機管理や学業上支障をきたすと判断する

場合 

 復路においては、留学終了後 1か月以内に帰国しない場合 

（留学終了年月日として登録している日付から 31日以内） 

 
3.1.2 【第２期.３期.４期.５期生】奨学金・往復渡航費の支給基準（支給される内容） 

 

（１）奨学金支給基準 

留学開始月と留学終了月以外の期間は、毎月 15日以上の留学日数がある場合に、月額支 
給とします。 

    留学開始月及び留学終了月については、それぞれの月の留学日数の合計によって、下記の

とおり支給されます。支給対象となる月についてよく確認してください。 
 
   【留学開始・終了月の奨学金支給について】 

留学日数計 開始月 終了月 

15 日未満 × × 

15 日以上 45 日未満 ○ × 

45 日以上 ○ ○ 

    ※15 日以上 45日未満の場合、開始月の日数が少なくても、開始月が支給対象月になります

ので、注意してください。 

    ※総留学期間が 28 日未満の場合は、支援の対象外となります。  

※留学期間中、一時帰国等により留学先を「一時不在」にする場合、１か月の留学日数が 

15 日に満たない月は奨学金の支給はしません。 

 
【奨学金月額単価】 

・指定都市 200,000 円 

    ・甲地域  160,000 円 

    ・乙地域  140,000 円 

    ・丙地域  120,000 円 

（注）第４期生・第５期生で家計基準外の支給対象者は、留学先地域の別によらず、一律

で月額 100,000 円を支給します。 

 
【注意事項】 

 詳細は P.12 一覧「留学先地域による奨学金月額一覧」を参照してください。 

 地域は、留学先機関の所在地です。（本部住所ではなく、実際所属する受入機関住所） 
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 一月の内に「留学開始・終了月の奨学金支給について」による留学先地域の地区が複

数にまたがる場合は当該月の内、より多くの日数を留学する地区の月額を支給するも

のとします。この場合において複数の地区の留学日数が同じであるときは、より高い

地区の月額を支給します。 

例）11 月 1 日～15日が指定都市アメリカ合衆国、16 日～30 日が甲地域アメリカ合衆国

である場合、11 月の奨学金は「指定都市」の単価で支給。 

 留学開始月と留学終了月で留学地域が異なり留学開始月のみに支給がある場合は、留

学開始月の日数より留学終了月の日数が多くても「留学開始月」の単価で支給しま

す。 

 計画変更により留学先地域が変わる場合は必ずしも留学先地域の単価で支給されると

は限りません。当初計画（第一希望）からの変更による支給額の増額対応はしませ

ん。 
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【留学先地域による奨学金月額一覧】（第１期生・２期生・３期生・４期生・５期生） 

 

※地区の区分は「国家公務員等の旅費に関する法律」（昭和２５年法律第１１４号）（最終改正：平

成２４年９月１２日法律第８７号）及び「国家公務員等の旅費支給規程」（昭和２５年大蔵省令第４

５号）（最終改正：平成２７年５月１１日財務省令第５３号）による。 

 

 

 

地 区 地域名・都市名  地 区  地域名・都市名  

指定都市  
奨学金額： 
２００，０００円 

アビジャン アブダビ クウェ－ト サンフラ

ンシスコ シンガポール ジッダ ジュネーブ 

ニューヨーク  

パリ モスクワ リヤド   

ロサンゼルス ロンドン  

ワシントン  

乙地方  
奨学金： 
１４０，０００

円 

指定都市、甲地方、丙地方以外の地域 

【主な都市】  

ウェリントン クアラルンプール 

サンクトペテルブルク シドニー  

ジャカルタ ソウル ソフィア 

タシケント バンコク  プラハ  

ブダペスト マニラ メルボルン  ヤンゴン  

甲地方  

奨学金額： 

１６０，０００円  

・北米 ・欧州 ・中近東（アゼルバイジャン、

アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベ

キスタン、エストニア、カザフスタン、キルギ

ス、ジョージア(旧グルジア)、クロアチア、コ

ソボ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タ

ジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガ

リー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、

ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユ

ーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグ

ロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア

を除く） 

 

 【主な都市】  

アムステルダム アンカレッジ ウィーン バ

ンクーバー エルサレム   

コペンハーゲン  シアトル シカゴ  

チューリッヒ  トロント ニューオリンズ ハン

ブルグ フランクフルト ブラッセル ホノルル 

ボストン マドリッド  

モントリオール ローマ  

丙地方  

奨学金額： 

１２０，０００

円  

・アジア（シンガポール・タイ、ミャンマー・マレ

ーシアを含むインドシナ半島、インドネシア、

大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネ

オ、香港を除く） ・中南米 ・アフリカ  

 

【主な都市】  

カイロ ケープタウン  

サンパウロ 上海 台北 ナイロビ  

ブエノスアイレス  北京  

メキシコシティー  リオデジャネイロ  

リマ  
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（２）往復渡航費支給基準 

往復渡航費の一部として以下の額を定額で支給します。 
 
【単価】 
・アジア地域  100,000 円 
・その他地域  200,000 円 
 
※当初よりアジア地域とその他地域の両方が留学先に含まれている場合は、その他地域の
単価で支給します。 

 
（注）アジア地域とは：アフガニスタン、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、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、香港、マカ
オ、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ラオスを指します。 

 

【往復渡航の搭乗券控え及び領収書について】 
（学生は証拠書類貼付用紙（P.14 参照）を大学等に提出）  
本制度による留学先への渡航及び留学先からの帰国を適切に行っていることの証明とし

て搭乗券控え（又は搭乗証明書）の提出を派遣留学生から受け、確認してください。 
マイレージ利用や他の支援を受けたために金銭的な負担が発生していない場合は本制度

による支援を受けることができないため、自ら支払を行っていることの証拠として領収書

を確認し、大学等で保管してください。 
 

【注意事項】 
以下のいずれかに該当する場合は往復渡航費を支給できませんので御留意ください。 
 

 本制度で採用された留学計画のための往復渡航にかかる証拠書類（領収書、搭乗券

控え）を派遣留学生本人が在籍大学等に提出できない場合 

 渡航日程が、留学開始・終了時期によって決められた事前・事後研修への参加に支

障をきたす場合 

 渡航日程や経路について、在籍大学等が危機管理や学業上支障をきたすと判断する

場合 

 復路においては、留学終了後 1か月以内に帰国しない場合 

（留学終了年月日として登録している日付から３１日以内） 

 他団体等から航空券の支援を受ける場合 

 支援企業による航空券の支援を受ける場合 

 マイレージを利用して航空券を取得した場合 
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（参考）往復渡航にかかる証拠書類貼付用紙  
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3.1.3 【第７期生】奨学金・留学準備金の支給申請（在籍大学等から機構への請求）      

第７期生の奨学金及び留学準備金については、当該年度の必要額を「支給申請」により機構に請

求し、機構からの入金を確認した後に、それぞれ適切な時期に支給対象者に支給します。 
 
支給申請は年度ごとに一括で申請してください。 

 

（１）提出時期 

平成 29 年度分（第７期生：平成 29年 9月～平成 30 年 3月分）の奨学金及び留学準備金に

ついては、以下の期日までに全員分の支給申請手続きを行ってください。 

平成 30 年度以降の奨学金の支給申請については、平成 30 年 2 月頃を目処に改めて御案内

します。 

 

提出期限：平成 29年 7月 20 日（木）必着 

振込予定：平成 29年 8月下旬 

  

（２）提出書類 

①「奨学金・留学準備金【定額奨学金】支給申請書」（様式Ｆ-1） 

②「奨学金等支給申請書別紙」（様式Ｆ-2） 

 

   ※作成方法は様式集の記入例を参照してください。 

 
（３）申請内容 

平成２９年度分を一括で請求してください。平成 29 年 7 月 10 日頃までに「受付センタ

ー」からオンラインシステムで送付する「登録データ」により、以下を申請してください。 

 

・平成 29年度奨学金 

・留学準備金 

 

計画変更が確定している場合や、変更中（未完了）の場合も、第７期生については、当初計

画（第一希望）による金額で概算払いとします。計画変更手続きが完了し、支給額が変わる場

合は、返納手続き又は追加申請手続きにより調整します。ただし、増額対応はないので、追加

申請が発生するのは、期間スライド（前倒し）により平成２９年度配分額が増えた場合に限ら

れます。（P.57 参照） 

 第７期生で、別に通知する支援企業（「JAL」又は「ANA」）による留学先への渡航にかかる

航空券支援を利用する場合は、申請書の備考欄に「JAL」又は「ANA」と記入し、留学先地域

により留学準備金から以下の金額を差し引いた額を請求してください。 
※アジア地域とその他地域の両方が留学先に含まれている場合は、その他地域の単価を差し

引いてください。 
 
・アジア地域  100,000 円 
・その他地域  200,000 円 
 

（４）提出先 

   奨学金担当（窓口詳細は P.61 参照） 
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3.1.4 【全期生】奨学金等の支給（在籍大学等から支給対象者への支給）           

 
（１）機構からの入金確認（第７期生） 
   「銀行振込依頼書」（様式Ａ）で届け出ている口座に、「奨学金等支給申請書」（様式Ｆ）

で申請している金額が振込予定日に入金されていることを確認してください。振込予定日

に変更がある場合には、メールにより機構から振込予定日をお知らせします。 

  

（２）留学準備金の支給（第７期生） 

    派遣留学生への留学準備金の支給は、原則として留学開始前に行うこととしています。

機構からの入金を確認後、留学開始前に支給対象者への支給手続きを行ってください。 

支給に際しては銀行振込により手数料等を差し引くことなく、機構から送金している全

額を本人口座に振り込むようにしてください。また、「在籍確認及び受領確認簿(様式Ｂ-

1)」（P.20 参照）に必ず振込日等の記入を行うようにしてください。 

在籍大学等は派遣留学生に搭乗券控えの提出を求め、渡航日・渡航先が適切であること

を確認し、大学等にて保管してください。（P.14 参照） 

 

（３）奨学金の支給（全期生） 
      支給対象者への奨学金の支給は、「在籍確認」ができていることが条件となります。 

以下の「在籍確認」を行った上で、速やかに奨学金を支給してください。支給に際して

は銀行振込により手数料等を差し引くことなく、機構から送金している月額奨学金の全額

を本人口座に振り込むようにしてください。また、「在籍確認及び受領確認簿（様式Ｂ-

1）」（P.19,20 参照）に必ず振込日等の記入を行うようにしてください。 

支給対象者の在籍確認ができなかった月については、奨学金の支給は不可です。 

留学期間中は奨学金支給がない月についても派遣留学生は毎月分の月次在籍証明を提出す

る必要があります。（P.21 参照） 
 

【在籍確認における確認内容】 

① 在籍大学等に在籍していること（日本の大学等の学籍が失効していないこと） 

② 留学先機関で学修・研修活動が適切になされていること(月次在籍証明<様式Ｂ-2>） 

③ 支給対象月であること（開始月・終了月、一時不在時は留学日数に注意） 

 

【注意事項】 

 支給対象月に奨学金を支給できるよう、月次在籍証明書 B-2（P.21 参照）は原則

として月初め(毎月 1 日～5 日程度を目安)に提出するよう支給対象者に対して御指

導ください。 
 上記確認内容①について、日本の在籍大学等での学籍を失った場合は、採用取消

となり、支給済み奨学金の全額を返納していただきますので、御注意ください。 

 上記確認内容②について、承認されている留学計画に基づく当該月の留学先での

在籍が確認できない場合、変更事由と同様の方法で返納手続きを行ってくださ

い。在籍未確認の程度によっては採用取消とし、支給済み奨学金の全額を返納し

ていただくこともあります。 
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 支給対象月ではない場合も、確認内容①②（学籍状況及び留学先での在籍状況）

についての確認は必須です。その上で、上記③にあるように、支給対象月のみに

支給するようお願いします。 
 機構から在籍大学等への送金は年度額を一括で送金しますが、支給対象者への支

給は在籍確認の上、１か月分ずつ当該月に支給してください。まとめ払い、後払

い及び在籍確認前の支払いは認めていません。在籍大学等は支給対象者の本人口

座に銀行振込により奨学金を支給してください。その際の振込手数料は奨学金等

から差し引くことのないようお願いいたします。 

 変更申請中の奨学金等の支給については、「変更申請中の奨学金等の支給につい

て」（P.58）を参照してください。 

 
※奨学金支給に係る流れは以下の通りです。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

（注１）当該月中の在籍状況に問題がないものの、当該月中に奨学金の支払いができない場

合は、「在籍確認及び受領確認簿（様式Ｂ-1）」の備考欄に当該月中に支払いができなか

った理由を記載してください。 

 
（４）奨学金を支給できない場合 

 

１）留学先一時不在 

     支給対象者が奨学金の支給期間中に留学先を離れることになった場合、１か月の留学日

数が 15 日未満になるときには、当該月の奨学金は支給できません。支給対象月に変更が生

じるため、「5.変更申請及び返納のプロセスについて」（P.43）を参照の上、変更手続き及

び奨学金支給に係る「登録データ」の更新手続きを行う必要があります。既に機構から受

領している奨学金については、あわせて返納報告書（様式Ｋ）も提出し、機構の指示に従

って返納手続きを行ってください。 

     不在の程度によっては、変更申請において計画変更が承認されず採用を取り消し、既に

支給されている奨学金等の全額について返納を求める場合もありますので、御留意くださ

い。 

 

   ２）在籍未確認   

支給対象者の在籍確認ができなかった月については、奨学金の支給は不可です。 

「5.変更申請及び返納のプロセスについて」（P.43）を参照の上、変更手続き及び返納手続

きが必要となります。 

原則：全て支給対象月、当月中の日付になること。 

採用決定後 7月下旬 8月下旬

①学生→在籍大学等 ②在籍大学等→機構 ③機構→在籍大学等

本人口座
に送金

奨学金支給対象月

銀行振込口座届提
出（様式任意）

※学生本人名義で
あること

機構に奨学金等の
支給申請
（様式Ｆ)

当該年度奨学金
機構より送金

在籍証明
（様式B-2)

受領簿記入
（様式B-1）

在籍確認
(様式B-1)

④留学先機関←→学生←→在籍大学等 ⑤在籍大学等
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3.1.5【全期生】報告：在籍確認及び受領確認簿の提出と証拠書類の保管について                 

奨学金等の支給に関しては、当該年度の会計報告時（支給報告書提出時）に「奨学金等支給報告

書（様式 H）」を提出する必要があります。その際には、証拠書類として「在籍確認及び受領確認

簿(B-1)」（写）および「授業料領収書※該当者のみ」（写）を併せて御提出ください。（「4．奨学金

等支給に対する報告について」（P.41）参照） 
また、往復渡航にかかる証拠書類（搭乗券控え及び領収書※）、留学期間中毎月確認を行って

いる「月次在籍証明書」、機構への申請書類（控え）、奨学金等を本人口座に振込手続きした際の

銀行振込の証明（明細書等）についても、提出を求めることがあります。 
  
※第６・７期生は航空券の領収書の提出は不要（P.40 参照） 
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（参考）在籍確認及び受領確認簿（Ｂ－１） 
 【第１期生～第５期生用】 

 
 

～ ～ ～

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

上記のとおり奨学金等を受領いたしました。 受領人（本人署名）：

確認年月日：

（注１）本様式は、第2期生～第5期生の平成２９年度分奨学金等の在籍確認兼受領確認簿です。

（注２）留学開始月以外は、原則として毎月1日から5日の間に留学先の在籍証明の形（様式B-2)で在籍確認を行ってください。

（注３）奨学金は必ず在籍確認を行ってから支給してください。

（注４）本様式は年度末の奨学金等支給報告書（様式H）提出時に写しを提出していただきます。

　　　授業料の領収書(写)もあわせてご提出いただきますようお願いします。

（注５）単価の高い地域に留学計画を変更をし、増額支援がないため単価と留学先国・地域が一致しない場合は、その旨備考欄に記載してください。

　 　　また、当該変更申請書類の写しをあわせて保管し、本様式提出時に添付提出をお願いします。

（注６）学生提出書類（様式B-2)、支給年月日を確認できる書類（金融機関の振込金受取書等）、渡航に関する証拠書類（領収書、

　　　 搭乗券等）、事前・事後研修参加費（前泊含）の申請にあたり確認を行った領収書等証拠書類の原本並びに授業料の請求書、

　 　　領収書等の原本については提出を求めることがあります。支給対象者と支給内容が分かる状態で適切に書類を保管してください。

　 　　振込口座届等の関係書類についても適切な管理の下、留学期間の終了月の属する年度の翌年度から5年間保管してください。

（注７）受領人欄は奨学金等を受給した本人が手書きで署名してください。留学終了後、全ての支給が終了してからの署名となります。

　　　 年度末提出時に全ての支給が終了していない場合（年度をまたぐ計画の場合）は、署名欄は空欄のまま写しを提出してください。

       全ての支給終了後に本人が署名した後、再度写しを提出してください。

（注８）奨学金は支給対象月に支給してください。支給対象月に振り込めなかった場合は、備考欄に理由を記載してください。

（注９）搭乗券の日付が実際の留学期間とずれが生じていないか確認してください。

（留学開始予定日より後の渡航、留学終了予定日より早い帰国については、奨学金の返金が生じることがあります）

様式Ｂ-１
（1期～5期）

※平成29年度中に支給した授業料について記入してください。

11

平成２９年度分　官民協働海外留学支援制度　在籍確認及び受領確認簿【第１期生～５期生用】

内容 受領額
受領年月日

（振込日）
留学先国・地域（奨学金単価） 留学先在籍確認

在籍大学等での
学籍状況確認

在籍確認者署名
（手書き）

328

111111 支援大学 ５期 理系、複合・融合系人材

平成29年9月12日 平成28年10月20日 平成29年9月12日 328

S161N111111001 官民花子

採用時留学期間 日数 月数 留学期間（実際） 留学期間（奨学金支給期間）

【手書き署名】

５月分奨学金 140,000 2017/5/8 乙１０８インドネシア ✔ ✔ 【手書き署名】

４月分奨学金 200,000 2017/4/30 指定都市７３７英国 ✔ ✔

11 平成28年10月20日

日数

【手書き署名】

７月分奨学金 140,000 2017/8/15 乙１０８インドネシア ✔ ✔ 【手書き署名】

６月分奨学金 140,000 2017/6/8 乙１０８インドネシア ✔ ✔

【手書き署名】

９月分奨学金 支給なし ✔ ✔ 【手書き署名】

８月分奨学金 140,000 2017/8/15 乙１０８インドネシア ✔ ✔

１１月分奨学金

１０月分奨学金

１月分奨学金

１２月分奨学金

合計額 760,000

内容 受領額 受領年月日/振込日 領収書確認

３月分奨学金

２月分奨学金

内容 受領額 受領年月日/振込日 留学先機関名 請求書確認 領収書確認

往路搭乗券確認 復路搭乗券確認

往復渡航費 ✔ ✔ ✔

　授業料 300,000 2017/4/30 AIUEO University ✔ ✔

29年度春季事後研修

学校コード 大学等名 採用期 コース名 個人番号 氏名

内容 受領額 受領年月日/振込日 参加研修

事前研修参加費

事後研修参加費

支給月数

※平成29年度実施研修（平成30年3月実施研修を含む）に参加した学生の参加費の支給について記入し
てください。

※2期・3期の宿泊費は受領額には含めずに記入してください。

※ご記入いただいた情報は、本制度実施のため利用されます。在外公館・行政機関及び関係企業等に対し、必要に応じて提供され、その他の目
的には利用されません。

平成28年10月25日 平成29年9月17日

※平成29年度中に支給した往復渡航費（10万円または20万円）について記入してください。なお、平成28年度
以前に往復渡航費を支給済みの場合で、平成29年度に帰国する者については「領収書確認」欄、「往路搭乗

券確認」欄、および「復路搭乗券確認」欄のみ記入してください。

備考

変更申請の承認を待って支給したため、当

月中の振込ができなかった。

24,000 2018/4/30

支給する奨学金単価と留学先が一致していることを確認してください。

ただし、変更申請により単価の低い地域から単価の高い地域に変更になった場合は、当

初単価での支給となるため支給単価と留学先が異なります。その場合は、「留学先国・地

域（奨学金単価）」欄は単価情報を優先して記入した上で、注意書きとして、実際留学先も

書き加えてください。また本様式提出時には、あわせて承認された変更申請書類もバック

データとして一緒に提出してください。

・毎月の奨学金は、必ず月初めの在籍確認の後、原則として当該月中に支給してください。

・前月中に前払いしないようお願いします。

・事情があり当該月中に支給できない場合は、備考欄に理由を記載してください。

（年度末の支給報告書提出時に確認いたします）

・手数料は差し引かず全額支給してください。本人口座に必ず振込により支給してください。

往復渡航費について、領収書と往路・復路の搭乗券（控え）を必ず確

認してください。

本制度の留学のために渡航していること及び航空券を購入しているこ

と（費用負担が発生していること）、および渡航日・帰国日を必ず確認し

てください。

なお、平成28年度以前に往復渡航費を支給済みの場合で、平成29年

度に帰国する者については「領収書確認」欄、「往路搭乗券確認」欄、

および「復路搭乗券確認」欄のみ記入してください。

当月中に奨学金の支払いができなかった

場合は理由を記載してください。

終了月も留学継続状況確認として、必ず在籍確認

は実施してください。

終了月に支給がない場合であっても、終了月の留

学日数により開始月の奨学金支給ができなくなる

場合があります。

年度末提出時に全ての支給が終了していない場合（年度をま

たぐ計画の場合）は、署名欄は空欄のまま写しを提出してくだ

さい。全ての支給終了後に本人が署名した後、再度写しを提

出してください。
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【第６・７期生用】 
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（参考）月次在籍証明書（Ｂ－２） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名
Name

～

上記の学生が、受入機関に在籍していることを証明いたします。

I hereby confirm that the student mentioned above is enrolled here.

所属機関 記名

Institution Name

在籍年月 署名
Month and year of the attendance Signature

　　　　　　　　官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム～　（様式Ｂ-２）
Japan Public-Private Partnership Student Study Abroad Program"TOBITATE! Young Ambassador Program"

月次在籍証明書
Monthly Certification of Enrollment

※記入は、日本語か英語で作成、他言語で作成の場合は、内容について訳文を添付すること

基本情報　Basic Information

Hanako Kanmin 在籍大学等名（日本）
University/School in JAPAN

Shien University

留学期間 2017/9/18 2018/3/20

Period of Studying 年Year　　　月Month　　　日Day 年Year　　　月Month　　　日Day

留学先機関名 Institution for the Study Abroad 国・地域/都市 Country,Area/City

AIUEO University UK/London

在籍確認証明　Certification of Enrollment

AIUEO University David Green

September, 2017 手書き署名

毎月の提出に際しては電子媒体での提出を認めますが、

最終的には在籍大学等で原本を保管してください。

在籍確認証明をしてもらう機関名

【当該月の主たる留学先】

留学中、毎月必ず当月中の記載をしてもらってください。

本欄は日付けではなく、在籍証明の必要な月（年月）を記載してくださ

い。（奨学金支給のない月も含め毎月証明を得てください。）

例：平成２９年９月分の証明の場合は、

September, 2017

上記、記名者の手書きの

署名をもらってください。
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3.2.【全期生】事前・事後研修について                               

 トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラムでは、派遣留学生の事前・事後研修への参加を必須と

しています。各研修参加にあたっての留意事項や、研修日程の変更・欠席時に求める対応プロセス

については、以下のとおり「官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラ

ム～研修参加に係る指針（平成 28年 10 月 14 日グローバル人材育成部長決定）」として定めていま

すので、各自御確認の上、派遣留学生への指導をお願いします。 

以下、3.2.1、3.2.2、3.2.3、3.2.4、3.2.5 に関しては、「官民協働海外留学支援制度～トビタ

テ！留学 JAPAN 日本代表プログラム～研修参加に係る指針（平成 29年 3月 22 日グローバル人材育

成部長決定）」の内容を記載しております。 

 

3.2.1 研修への参加について                               

派遣留学生は、「留学開始前に事前研修に参加」しなければならず、機構が実施上の理由等により

参加対象研修を指定した場合を除き、原則として留学開始月の別により、その直前に実施される事

前研修に参加するものとする。 

 

 派遣留学生は、「留学終了後に事後研修に参加」しなければならず、機構が実施上の理由等により

参加対象研修を指定した場合を除き、原則として留学終了後の帰国月の別により、帰国月の翌月以

降で直近に実施される事後研修に参加するものとする。 

なお、学業その他のやむを得ない事情により、帰国月の翌月以降で直近に実施される事後研修へ

の参加が困難である場合は、本制度での奨学金支援終了月から原則として１年以内に実施されるい

ずれかの事後研修に参加するものとする。 

 

3.2.2 事前・事後研修の日程の変更または一部日程欠席について               

（１）研修は、全日程出席を原則とする。 

 

（２）ただし、学業、日程変更が不可能な就職採用試験（就職セミナー、企業説明会、会社訪問等

は対象外とする）およびその他のやむを得ない事情による場合であって、学生本人から予め

（原則として研修初日の７日前までに）申し出がある場合には、機構は、日程変更または原則

として半日間を上限とする事前・事後研修の一部日程欠席を認める場合がある。 

 

（３）事前・事後研修の日程の変更または一部日程欠席を希望する派遣留学生は、様式 Cにより、

在籍大学等（留学期間中に在籍している大学等を指す。以下同じ）を通じて日程の変更また

は一部日程欠席の申し出を行うものとし、機構は、その申し出を適正と判断した場合は、日

程の変更または一部日程欠席の許可を通知するものとする。 

 

（４）機構は、派遣留学生の自己都合による一部日程欠席または予め申し出のない一部日程欠席に

ついては、不参加とみなす。 
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3.2.3 突発的な事情による事前・事後研修の一部日程欠席または不参加について        

（１）機構は、以下のような突発的かつ本人の責めに帰さない事情により所定の研修に全日程参加

できなかった派遣留学生に対し、別日程での代替参加を認めることとする。 

① 台風、雪、地震等の自然災害の影響 

② 病気（インフルエンザ等）、負傷 

③ 研修会場に向かう途中の事故等の人災 

④ 交通機関の乱れ等の不可抗力による遅刻 

⑤ その他やむを得ない事情（両親等の危篤、通夜、告別式への出席等） 

 

（２）上記（１）により所定の研修に参加できなかった派遣留学生は、様式 Cにより、在籍大学等

を通じて別日程での代替参加の申し出を行うこととし、機構は、その申し出を確認し、メー

ル等により代替参加の許可を通知するものとする。 

 

（３）上記（１）により所定の研修に参加できず、留学期間等の事情により別日程での代替参加も

不可能な派遣留学生の代替措置については、事情を考慮した上で別に定めることとする。 

 

3.2.4 事前・事後研修への不参加の扱いについて                        

（１）機構は、下記（２）により特に不参加を認めた場合を除き、研修不参加となった学生に対

し、派遣留学生としての採用を取り消し、在籍大学等を通じて既に支給している奨学金等の全

額返納を求めるものとする。 

 

（２）機構は、派遣留学生の心身の状態その他の事情を総合的に考慮し、事後研修への参加が本人

の利益にならないと認められる場合又は他の参加者の研修を阻害する蓋然性が高いと認められ

る場合には、事後研修への不参加を認めることができる。なお、機構が不参加を認めるにあた

っては、在籍大学等からの申し出、医師の診断書その他の資料に基づき判断するものとする。 

 

3.2.5 提出書類及び提出先                                

 提出書類及び提出先は以下のとおりとなります。 

（１）提出書類 

「研修の日程変更・一部日程欠席及び、突発的な事情による一部日程欠席・研修不参加について 

（様式 C）」 

（２）提出先 

研修担当（窓口詳細は P.61 参照） 
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3.3 【第２期.３期.４期.５期生】事後研修参加費             

 

3.3.1 事後研修参加費の支給基準（支給される内容）                 

事後研修参加のための国内旅費の一部を支援します。 

 
第 5 期生までについては、事後研修後（各研修年４季実施）に、参加状況を確認の上、機構に申

請し、支給対象者に支給していただきます。 
支給基準は採用期の募集要項に従うため採用期ごとに基準が異なります。以下、各期の支給基準

を参照の上、該当する期の支給基準に従って手続きをお願いいたします。ただし、機構からの送金

は採用期ごとではなく、まとめて振り込みます。申請書類は必ずまとめて提出してください。 
なお、研修参加のための前泊費についても、採用期によって請求方法が異なります。 

 
（１）第 2 期生・第 3 期生(P.24 参照) 
（２）第 4 期生・第 5 期生(P.26 参照) 

 
（１）第２期生・第３期生 

派遣留学生が主たる学修活動を行う在籍大学等のキャンパスが位置する都道府県に応じて 
「第 2 期生・第 3 期生の事後研修参加費支給額一覧」（P.25）の額で支給します。 
研修参加のための前泊費については、第 2 期生・第 3 期生は研修参加費（奨学金等）とし 

ては支給しません。従前どおり研修担当からの事務連絡に従い、別途申請を行ってください。 
 

※経路は原則、在籍大学等所属キャンパス所在地から研修開催地までの往復とします。 

（長期休暇による帰省中の場合や在籍大学等所在地と異なる場所で学修・研究活動を行って 

いる場合は、実家又は学修・研修地からの申請を認めますが、必ず理由書を添付してくだ 
さい。その場合、在籍大学等所在地からの支給額を上限とします。また、往路と復路で経 
路が異なる場合は、往路復路のうち安価な都道府県の単価を基準とします。） 
 

※前もって研修開催地に行く場合は１日前を上限とします。また、研修終了後は速やかに 

帰宅するよう御指導ください。原則後泊は認めません。研修前と研修後、自己都合のため 

研修開催地での滞在日数を増やしたり、往復の途中に私用で別の場所へ立ち寄ったりした 

場合、研修参加費（前泊費を含む）は支給しません。 

（支給しない例：往復の途中で親戚の家に寄る、就職活動のため東京に残る、等） 

なお、在籍大学等が認める学修活動のために研修開催地での滞在日数を増やした場合等 

    であれば支給を認めることもありますので、事前に、奨学金支給関係窓口（奨学金担当）

（P.61 参照）にご相談ください。 
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【第 2 期生・第 3 期生の事後研修参加費支給額一覧】 
会場 大学等（キャンパス）が所在する都道府県 支給金額 

関
東 

北海道、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 50,000 円 

鳥取県、島根県、山口県、徳島県、愛媛県、香川県、高知県 40,000 円 

青森県、秋田県、広島県 25,000 円 

岩手県、福井県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県 20,000 円 

宮城県、山形県、富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県 15,000 円 

新潟県、福島県、長野県 10,000 円 

茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、静岡県 5,000 円 

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 0 円 

関
西 

北海道 60,000 円 

青森県、岩手県、秋田県、沖縄県 50,000 円 

長崎県、宮崎県 40,000 円 

宮城県、山形県、福島県、新潟県、大分県、鹿児島県 30,000 円 

栃木県、群馬県、熊本県 25,000 円 

茨城県、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、福岡県、佐賀県 20,000 円 

山梨県、長野県、山口県、愛媛県 15,000 円 

富山県、静岡県、広島県、島根県、高知県 10,000 円 

福井県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県、鳥取県、岡山県、徳島県、香川県 5,000 円 

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 0 円 
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（２）第４期生・第５期生 

派遣留学生が主たる学修活動を行う在籍大学等のキャンパスが位置する都道府県に応じて

「第４期生・第５期生の事後研修参加費支給額一覧」（P.27）の額で支給します。（第４期

生・第５期生の前泊費については参加費の一部として取り扱います） 
事後研修実施日程の都合上、前泊しなければ機構指定の集合時間に参集できない場合に限

り、宿泊施設からの領収書（本人の氏名が記載されているもの）で、研修前日に本人が宿泊

したことを確認の上、「前泊あり」の単価で申請してください。宿泊施設とは、旅館業法登録

施設又は法人格を有する正式な宿泊施設（ホテル、カプセルホテル等）を指します。 
領収書は機構への提出は不要です。前泊費領収書等証拠書類貼付用紙に貼付けの上、大学

等にて保管をお願いします。 
 
※経路は原則、在籍大学等所属キャンパス所在地から研修開催地までの往復とします。 

（長期休暇による帰省中の場合や在籍大学等所在地と異なる場所で学修・研究活動を行っ

ている場合は、実家又は学修・研修地からの申請を認めますが、必ず理由書を添付して

ください。その場合、在籍大学等所在地からの支給額を上限とします。また、往路と復

路で経路が異なる場合は、往路復路のうち安価な都道府県の単価を基準とします。） 
 
※前もって研修開催地に行く場合は１日前を上限とします。また、研修終了後は速やかに

帰宅するよう御指導ください。原則後泊は認めません。研修前と研修後、自己都合のた

め研修開催地での滞在日数を増やしたり、往復の途中に私用で別の場所へ立ち寄ったり

した場合、研修参加費（前泊費を含む）は支給しません。 

（支給しない例：往復の途中で親戚の家に寄る、就職活動のため東京に残る、等） 

なお、在籍大学等が認める学修活動のために研修開催地での滞在日数を増やした場合で 

あれば支給を認めることもありますので、事前に奨学金支給関係窓口（奨学金担当）

（P.61 参照）にご相談ください。 

        ※事後研修参加費を辞退した場合、前泊費のみの請求はできません。 
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【第 4 期生・第 5 期生の事後研修参加費支給額一覧】 

会場 大学等（キャンパス）が所在する都道府県 
支援内容 

（前泊なし） 

支援内容 

（前泊あり） 

関
東 

北海道、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 50,000 円 54,000 円 

鳥取県、島根県、山口県、徳島県、愛媛県、香川県、高知県 40,000 円 44,000 円 

青森県、秋田県、広島県 25,000 円 29,000 円 

岩手県、福井県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、岡山県 20,000 円 24,000 円 

宮城県、山形県、富山県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県 15,000 円 19,000 円 

新潟県、福島県、長野県 10,000 円 14,000 円 

茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、静岡県 5,000 円 9,000 円 

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 0 円 0 円 

関
西 

北海道 60,000 円 64,000 円 

青森県、岩手県、秋田県、沖縄県 50,000 円 54,000 円 

長崎県、宮崎県 40,000 円 44,000 円 

宮城県、山形県、福島県、新潟県、大分県、鹿児島県 30,000 円 34,000 円 

栃木県、群馬県、熊本県 25,000 円 29,000 円 

茨城県、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、福岡県、佐賀県 20,000 円 24,000 円 

山梨県、長野県、山口県、愛媛県 15,000 円 19,000 円 

富山県、静岡県、広島県、島根県、高知県 10,000 円 14,000 円 

福井県、石川県、岐阜県、愛知県、三重県、鳥取県、岡山県、徳島県、香川県 5,000 円 9,000 円 

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 0 円 0 円 
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（参考）前泊費領収書等証拠書類貼付用紙 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

大学等への提出用紙（大学等で確認・保管）

採用期 前泊日 研修地 事前／事後

第   期 　　年　　　月　　　日

証拠書類（写）貼付箇所

　　　 

　　　

※正式な宿泊施設（旅館業法登録施設又は法人格を有する施設（ex:ホテルやカプセルホテル等）からの領収書
　を貼付してください。
※宿泊日（研修前日であること）、宿泊者名、宿泊費が明記されていることを確認してください。

　　　年　　　月　　　日

官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学ＪＡＰＡＮ日本代表プログラム～
事前・事後研修参加に係る前泊費領収書等証拠書類貼付用紙

氏名  研修開始日

【第4期生及び第5期生用】
・研修開始日の前日の宿泊のみを認めます。

・事前研修、事後研修とも前泊費証拠書類貼付用紙は共用です。

事前研修の場合は「事前／事後」欄に「事前」と、事後研修の

場合は「事後」と記入してください。

・前泊請求は交通費が0円の場合は請求できません。
関東での研修の場合はキャンパス所在都道府県が以下の場合申請できません。

「埼玉」「千葉」「東京」「神奈川」

関西での研修の場合はキャンパス所在都道府県が以下の場合申請できません。

「滋賀」「京都」「大阪」「兵庫」「奈良」「和歌山」

・正式な宿泊施設（旅館業法に則った宿泊施設、法人格を有する宿泊施設）の証拠書類

を本欄に貼付してください。

・前泊費補助は一律4,000円です。
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3.3.2 事後研修参加費の支給申請（在籍大学等から機構への請求）                     

事後研修参加費支給申請の提出期限については、各研修の前に事務連絡にてお伝えします。参加

対象者が各研修に参加したことを確認した上で、速やかに参加費の支給申請を行ってください。 
特に春季研修については年度末の実施となるため、年度末の会計手続き上の留意点があります。 
 

（１）提出期限 
各事後研修参加後の参加費支給申請期日及び機構からの振込予定日については、事後研修に

係る事務連絡を研修担当からお知らせする際に、あわせて連絡いたします。 
  平成 29 年 6 月時点での予定は以下のとおりです。   

 
【研修毎の参加費支給申請提出期限及び振込日程（予定）】 

研修名 研修実施年月 支給申請書提出期限 振込予定時期 
平成２９年度夏季前期事後 平成２９年７月上旬 平成２９年７月２１日（金） 平成２９年８月末 
平成２９年度夏季後期事後 平成２９年９月上旬～中旬 平成２９年１０月６日（金） 平成２９年１０月末 
平成２９年度冬季事後 平成２９年１２月中旬 平成３０年１月１２日（金） 平成３０年２月末 
平成２９年度春季事後 平成３０年３月中旬 平成３０年３月２８日（水） 平成３０年４月末 

※送金の日付ではなく、研修の実施年度により、各年度の会計報告を行っていただきます。 
 

（２）提出書類 

事後研修参加費支給申請時には以下の書類を郵送にて提出してください。 
  
  ①「事後研修参加費支給申請書（様式Ｅ-1）」総表 
  ②「事後研修参加費支給申請書別紙（様式Ｅ-2）」採用期別様式 
 

    ※書類作成についての詳細は様式記入例を参照してください。 
※第４期生・第５期生の前泊証拠書類は機構への提出は不要ですが、在籍大学等で必ず保

管しておいてください。 
 
（３）提出までの流れと注意事項 

在籍大学等は、派遣留学生が研修に参加したことを確認した上で、提出期限（必着）までに 
機構に申請様式を郵送で提出してください。 
様式Ｅ-1 の公印に押印漏れがないか、再度確認をお願いします。 

 
  【注意事項】 

・支給額が０円である場合や、辞退により支給がない場合についても、研修参加者一覧と対照

するため、必ず同じ様式を用いて申請手続き（報告）は行ってください。 
・派遣留学生が当該研修参加のために在籍大学等所在地から研修会場までの移動をしているこ

とを確認してください。 
・マイレージにより航空券を取得する等、旅費の支払いが不要であった者についても同様に申

請を辞退してください。 
 

（４）提出先 

  奨学金担当（窓口詳細は P.61 参照） 
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3.3.3 事後研修参加費の支給（在籍大学等から支給対象者への支給）            

（１）機構からの入金確認 

  「銀行振込依頼書」（様式Ａ）で届け出ている口座に、「事後研修参加費支給申請書」（様式Ｅ） 

で申請している金額が振込予定日に入金されていることを確認してください。振込予定日に変 

更がある場合には、メールにより機構から振込予定日のお知らせをいたします。 

 

（２）支給対象者への支給 

事後研修の参加費は、機構から大学等の口座への入金が確認でき次第速やかに支給対象者へ 
の支給を行ってください。支給に際しては銀行振込により手数料等を差し引くことなく、機構 
から送金している全額を速やかに本人口座に振り込むようにしてください。また、適切に支給

したことの記録として、「在籍確認及び受領確認簿」（様式Ｂ-1）に必ず振込日等の記入を行う

ようにしてください。 
また、全ての支給完了後には、支給対象者から「在籍確認及び受領確認簿（様式Ｂ-1）」に

受領の署名を必ず取得してください。支給対象者にはあらかじめ署名の必要があることを連

絡の上、取得漏れのないようお願いします。 
 

3.3.4 報告及び書類の管理・保管                               

第５期生までは事後研修参加費が奨学金等の最終の支給となります。機構から在籍大学等へ送金

した後、「修了報告書」（様式Ｉ）を提出してください。（全ての支給が完了したことの報告、及び当

該学生が奨学金受給者として参加・提出が必須となっているものを全て実施したことの報告）（提出

期限は P.42 参照） 

銀行振込の証明（明細書等）についても、提出を求めることがあります。また、第 4 期生・第 5
期生で、前泊費を請求した者については、前泊費の証拠書類となる領収書（原本）を併せて保管し

てください。 
  【事後研修参加費支給後について】 
   ①「在籍確認及び受領確認簿」（様式Ｂ-1）について、支給対象者から受領確認の署名を取得

し、証拠書類として保管してください。 
②「奨学金等支給対象者修了報告書」（様式Ｉ）を提出してください。 
 

※第６期生からは、留学前の「留学準備金」の支給となったため、「事前・事後研修参加費」

の支給はありません。事後研修参加後は、研修参加状況及び留学状況報告書の提出状況と

内容の確認をした上、「修了報告書」（様式Ｉ）を所定の期日までに提出してください。（P.42
参照） 
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3.4【全期生】授業料                                       

授業料支援は授業料額を当初より計上している派遣留学生のみが対象となります。授業料支援を 
受ける派遣留学生について、以下「支給対象者」と記載します。 
 
3.4.1 【第６・７期生】授業料の支給基準（支給される内容）                 

海外留学先における授業料として、以下のとおり定額で支給します。 

 

学位の取得可能な大学・大学院を留学先機関とし、留学計画に沿った専門分野を学ぶことを目的

とした授業の授業料を支援の対象とします。語学の授業料のみの場合は、支援対象外となります。 

 
・1 年以内の留学 （奨学金支給対象月 12 か月以内）300,000 円（定額） 
・1 年を超える留学（奨学金支給対象月 13 か月以上）600,000 円（定額） 

 

【注意事項】 
第６・7 期生について、以下の場合は授業料を支給できませんので御留意ください。 
 
 第１希望にかかる授業料を登録データ確定時までに「有」としていない場合 
 海外の大学・大学院から本人宛の請求書・領収書等が確認できない場合 

（日本の団体への支払を支援するものではありません。また本人負担が発生していることが確
認できない場合は支援できません。） 

 学生交流に関する協定等により、留学先機関において授業料不徴収又は全額免除となっている
場合（ただし授業料一部免除の場合は、授業料から免除分を除いた差額が支援対象となりま
す。） 

 授業料相当額の請求が明確でない場合 
 受入許可証や請求書から、留学計画に沿った専門分野を学ぶことを目的としていることが証明

できない場合 
 
3.4.2 【第２期.３期.４期.５期生】授業料の支給基準（支給される内容）                      

海外留学先における授業料相当額（学費・登録料）を、留学先機関からの請求書に基づき上限 
の範囲内で支給します。以下に示す制度としての上限額の範囲内で、なおかつ当初申請している 
額が各個人の上限額となります。 
現地通貨から日本円に換算する際は、平成 29 年４月 1 日からの適用として財務省が告示してい 

る外国貨幣換算率（平成 28 年 12 月 27 日財務省告示第 367 号）（注）に従ってください。 
年度が変わる際に換算率が変更されても、支給額（円額）は申請上限の範囲内でのみ対応しま 

す。申請済みの上限額を超える部分については対応いたしませんので御留意ください。 
 
・1 年以内の留学 （奨学金支給対象月１２か月以内）上限 300,000 円 
・1 年を超える留学（奨学金支給対象月１３か月以上）上限 600,000 円 
 

（注）参照ホームページ 
 http://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/kokuji/KO-20161227-0367.html 

 
ホームページ掲載の換算率一覧を本手引き巻末に参考資料として添付しています。一覧に掲載され
ていない国については、市場のレートを参照し、参照した資料もあわせて提出していただきます。 
平成 29 年度の支給申請については上記の換算率を適用します。 
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【注意事項】 
第５期生までについて、以下の場合は授業料を支給できませんので御留意ください。 
 
 応募当初に第１希望にかかる授業料を申請していない場合 
 海外の留学先から本人宛の請求書・領収書等が確認できない場合 

（日本の団体への支払を支援するものではありません。また本人負担が発生していることが確
認できない場合は支援できません。） 

 学生交流に関する協定等により、留学先機関において授業料不徴収又は全額免除となっている
場合（ただし授業料一部免除の場合は、授業料から免除分を除いた差額が支給対象となりま
す。） 

 宿泊費、食費、渡航費、保険料、ビザ申請料、空港諸税、留学中の交通費・通学費・旅費、大
学運営経費、研究室運営経費、教材費、実験機器購入費、留学斡旋業者手数料などの授業料相
当額として認められない費用を含む場合（ただし、これらを除く純粋な授業料が明示できれば
問題ありません。） 

 授業料相当額（学費・登録料）が明確に区分できない場合 
 

 

3.4.3 【第６・７期生】授業料の支給申請（在籍大学等から機構への請求）                     
授業料の支給申請手続きは、請求書により支払額が確定してから申請してください。機構からの

送金スケジュールは P.36「授業料送金スケジュール」のとおりです。 
支給対象者から以下の提出を受け、内容を確認の上、申請を行ってください。 

授業料請求書等の内容を確認し、授業料として認められない場合や証拠書類が不十分な場合は支給

できません。前例にかかわらず、必要書類を整えた上で申請してください。 

 

（１）手続きの流れ 

  【申請】 
① 【支給対象者→大学等】支給対象者から大学等に請求書類一式を提出 

・「授業料請求書チェック用紙」（学生様式） 
・大学・大学院の受入許可証（原本） 
・授業料請求書（原本） 
・授業料請求書和訳（添付書類があればその和訳も添付） 
※受入許可証や請求書から留学計画に沿った専門分野を学ぶことを目的としているこ 

とが証明できない場合、シラバス等の写しを添付（語学の授業のみではないことを
証明できるもの） 

 
② 【大学等→機構】大学等で確認の上、授業料支給申請書類を機構に提出 

・「授業料支給申請書」（様式Ｇ-1） 
・「授業料支給申請書別紙」（個別様式）（様式Ｇ-2） 
・大学・大学院の受入許可証（写） 
・授業料請求書（写）（個別） 
・授業料請求書和訳（個別）（添付書類があればその和訳も添付） 
 ※受入許可証や請求書から留学計画に沿った専門分野を学ぶことを目的としているこ 

とが証明できない場合、シラバス等の写しを添付（語学の授業のみではないことを
証明できるもの） 

 
  【支給】 

③ 内容確認の上、送金スケジュールに基づき送金【機構→大学等】 
④ 機構からの入金を確認の上、支給対象者に支給【大学等→支給対象者】 
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【報告】 
⑤ 支給対象者から請求書と合致する領収書（原本）の提出【支給対象者→大学等】 

年度末の支給報告書提出時に領収書（写）を機構に提出【大学等→機構】 
 

（２）授業料申請にかかる請求書について 

   授業料支給対象者は、請求書の準備ができ次第、「授業料請求書チェック用紙」を利用し、

各自チェック項目を確認した上で、「請求書」「和訳」「チェック用紙」を在籍大学等に提出し

ます。大学等は提出書類を確認の上、申請書類（授業料支給申請書（様式Ｇ））を作成し、必

要箇所にマーカーを施した「請求書」と「和訳」を申請書類に添えて機構に申請してくださ

い。海外の大学・大学院から本人宛の請求書・領収書等が確認できない場合は支給できませ

ん。 

 

（３）提出先 

   奨学金担当（窓口詳細は P.61 参照） 
 

3.4.4 【第２期.３期.４期.５期生】授業料の支給申請（在籍大学等から機構への請求） 
 
授業料の支給申請手続きは、請求書により支払額が確定してから申請してください。機構からの

送金スケジュールは「授業料送金スケジュール」（P.36）のとおりです。 
支給対象者から以下の提出を受け、内容を確認の上、申請を行ってください。 

授業料請求書等の内容を確認し、授業料相当額として認められない場合や証拠書類が不十分な場合

は支給できません。前例にかかわらず、必要書類を整えた上で申請してください。 

（１）手続きの流れ 

  【申請】 
① 支給対象者から大学等に請求書類一式を提出【支給対象者→大学等】 

・「授業料請求書チェック用紙」（学生様式） 
・授業料請求書（原本） 
・授業料請求書和訳 

 
② 大学等で確認の上、授業料支給申請書類を機構に提出【大学等→機構】 

・「授業料支給申請書」（様式Ｇ-1） 
・「授業料支給申請書別紙」（個別様式）（様式Ｇ-2） 
・授業料請求書（写）（個別） 
・授業料請求書和訳（個別） 

  【支給】 
③ 内容確認の上、送金スケジュールに基づき送金【機構→大学等】 
④ 機構からの入金を確認の上、支給対象者に支給【大学等→支給対象者】 

【報告】 
⑤ 支給対象者から請求書と合致する領収書（原本）の提出【支給対象者→大学等】 

年度末の支給報告書提出時に領収書（写）を機構に提出【大学等→機構】 
 
   ※書類作成方法及び注意事項については、各書類の記入例を参照してください。 

 

（２）授業料支給申請に係る請求書について 

授業料支給対象者は、請求書の準備ができ次第、「授業料請求書チェック用紙」を利用し、

各自チェック項目を確認した上で、「請求書」「和訳」「チェック用紙」を在籍大学等に提出し

ます。 
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大学等は提出書類を確認の上、申請書類（授業料支給申請書（様式Ｇ））を作成し、必要箇 

所にマーカーを施した「請求書」と「和訳」を申請書類に添えて機構に申請してください。

海外の留学先機関から本人宛の請求書・領収書等が確認できない場合は支給できません。 
（日本の団体への支払を支援するものではありません。また本人負担が発生していることが

確認できない場合は支援できません。） 

 

やむを得ず日本の法人等からの請求書しか発行されない場合、日本の法人に対して支払わ

れる部分（手数料等）は奨学金としての支援対象外であるため、それらを除外した額を明確

に示すことができる場合に限り、支援対象とします。 

課税対象となる費用（消費税のかかる費用）は基本的に日本国内でのサービスに対して発

生している費用のため、「授業料」と記載があっても、課税対象となっている請求については

対象外です。 
具体的には、日本の法人等から発行された請求書に、以下Ａ～Ｃのいずれかを追加で添付 

   することとします。 
 

Ａ．海外留学先から日本法人に対する請求書を追加添付 
    （海外留学先→日本法人宛請求→本人宛請求の流れが確認できる状態） 
    （領収についても同様の流れで用意） 

Ｂ．海外留学先に対して日本法人から支払を行ったことの証明を添付 
    （日本法人→本人宛請求 ＋ 日本法人→海外留学先への支払証明） 
    （領収についても同様） 

Ｃ．海外留学先が示す授業料を明示した資料を添付し、日本法人からの請求書・ 
領収書と整合性が取れていることを明示 

 
※海外留学先授業料は、レート換算に利益をのせることのないよう現地通貨で示すよう
依頼してください。（金額が日本円のみで示されている場合、仲介料・手数料が含まれ
ていないことが確認できるよう、上記ＡＢＣいずれかを添付） 

 
※最終的には、請求書、添付資料、領収書を全て揃えて整合性が取れることも必須とな
ります。 

 
※大学間交流協定に基づく交換留学による場合で、留学先機関から在籍大学等宛に請求
があり、その請求に基づき在籍大学等が本人宛に請求を行う場合は、その請求書に基
づき授業料相当額を支払います。 

      ただし、この場合は事情を説明する在籍大学等の理由書の提出が必要となります。 
 

（３）提出先 

   奨学金担当（窓口詳細は P.61 参照） 
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（参考）１）【第１期生～第５期生】学生用「請求書チェック用紙」の項目について 

  
 

２）【第６・７期生】学生用「請求書チェック用紙」の項目について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※請求書イメージ 
第１期生～第５期生              第６・７期生 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

チェック

④

⑤
→現地通貨での金額記載がある（円換算の際に手数料を含むことが多いため）

①

②

③
→受給者本人宛の請求書であることが確認できる

→正式な請求書である／請求書が発行されない場合、最終的に支払ための確定額を示した書類である

→レターヘッドがある／海外留学先機関の署名がある／印が捺印されている

海外留学先機関名の確認ができる

→請求内容が授業料であることが確認できる。授業料以外（保険料、ビザ申請料、空港送迎、テキスト代、宿泊
費など）を含まないこと）

「受給者本人氏名」が請求書上で確認できる。（→該当にマーカーを引いた）

請求金額が現地通貨で明記されている。（→該当にマーカーを引いた）

請求する金額は「授業料のみ」であることが確認できる（→該当にマーカーを引いた）

請求書であることが確認できる

○

○

○

○

○

確認・チェック項目（項目番号は以下イメージ図に対応）

チェック

④ ○

（以下は必要に応じて提出）

※ -

○
→語学の授業料のみの場合は支援対象外

（→該当にマーカーを引いた）

確認・チェック項目

上記に不足がある場合、それらを補う他の書類を収集し提出

⑤
留学計画に沿った専門分野を学ぶことを目的とした授業の授業料である

※
⑤が請求書および受入許可証から証明できない場合、証明可能となるよう以下のような書類を提出

-（１）シラバス

（２）履修登録書の写し

③
「受給者本人氏名」が請求書上で確認できる。（→該当にマーカーを引いた）

○
→受給者本人宛の請求書であることが確認できる

請求額の中に「授業料」が含まれている（→該当にマーカーを引いた）

○
→レターヘッドがある／海外留学先機関の署名がある／印が捺印されている

②
請求書であることが確認できる

○
→正式な請求書である／請求書が発行されない場合、最終的に支払ための確定額を示した書類である

①
留学先機関の大学または大学院が発行している書類である
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3.4.5 【全期生】授業料送金スケジュール （機構から在籍大学等への送金）                                                           

 
対象 申請書提出締切日 振込予定日 

平成２９年４月送金 平成２９年３月１４日（火） 平成２９年４月２８日（金） 
平成２９年５月送金 平成２９年５月２日（火） 平成２９年５月３１日（水） 
平成２９年６月送金 平成２９年６月２日（金） 平成２９年６月３０日（金） 
平成２９年７月送金 平成２９年７月３日（月） 平成２９年７月２８日（金） 
平成２９年８月送金 平成２９年８月１日（火） 平成２９年８月３１日（木） 
平成２９年９月送金 平成２９年９月１日（金） 平成２９年９月２９日（金） 
平成２９年１０月送金 平成２９年１０月３日（火） 平成２９年１０月３１日（火） 
平成２９年１１月送金 平成２９年１１月２日（木） 平成２９年１１月３０日（木） 
平成２９年１２月送金 平成２９年１２月１日（金） 平成２９年１２月２１日（木） 
平成３０年１月送金 平成３０年１月５日（金） 平成３０年１月３１日（水） 
平成３０年２月送金 平成３０年２月２日（金） 平成３０年２月２８日（水） 
※第 8期採用後に事務手引きを再掲します。その際に、日程に変更が生じる可能性もあります

ので、必ず最新の案内に従うようお願いいたします。 
※当該月の締切日以降に申請書が機構に到着したものについては、翌月の送金となります。 
ただし、平成 29 年度分については２月の送金が最後です。それ以降の支払はできません。 

  ※期間スライドにより平成 29年度奨学金の支給額が増える場合（P.57 参照）、申請書提出締切

日及び振込予定日のスケジュールは、授業料送金スケジュールと同様となります。 

 

3.4.6 【全期生】授業料の支給（在籍大学等から支給対象者への支給）          

支給対象者への授業料の支給は、原則として留学開始前に行うこととしています。機構からの入

金が確認でき次第、手数料を差し引くことなく全額を銀行振込により支給対象者本人口座に速やか

に振り込むようにしてください。 

 

支給に際しては「在籍確認及び受領確認簿」（P.19,20 参照）に必ず金額、受領年月日／振込日、

留学先機関名、請求書確認欄のチェックについて記入を行うようにしてください。 

授業料請求書未着により留学開始前に支給できない場合は後日申請・後日支給を認めますが、そ

の場合も費用発生前に支給するよう努めてください。 

 

授業料支給後は支給対象者から必ず領収書の提出を受け、請求と合致した支払がされていること

を確認してください。第５期生までについては、請求に対して実際の支払が少なくなる等、不要額

が生じた場合、変更について速やかに報告し、機構の指示に従い返金手続きを行ってください。 

支給対象者から提出された金額確認の根拠となる書類（請求書及び領収書）は当該学生に対する

奨学金等の最後の支給（第１期生～第５期生：事後研修参加費支給、第６・７期生：最終月の奨学

金支給）が行われる月の属する年度の年度末から５年間保管してください。証拠書類（請求書及び

領収書）については各種報告の都度、写しを提出していただく必要があります。（※） 

在籍大学等から支給対象者への振込に係る金融機関が発行する振込受領書類や機構への申請書類

等も併せて保管してください。 

 ※請求書と領収書は請求元・支払先の一致、支払内訳、現地通貨額の一致を確認してください。 

不一致の場合は支給済み額の返金を求めます。 
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3.4.7 【全期生】報告：年度末報告時の授業料領収書の提出について                      

授業料の支援を受けた者については、当該年度の会計報告時（支給報告書提出時）に受給した授

業料を適切に留学先に支払ったことの証拠として、領収書（写）（和訳添付必須）を提出する必要が

あります。（授業料領収書チェック用紙を活用し、支給対象者本人及び在籍大学等で、書類が適切で

あることを確認してください）（「４．奨学金等支給に対する報告について」（P.42）参照） 

 

授業料の証拠書類（請求書及び領収書関係書類の原本）、授業料を本人口座に振込手続きした際の

銀行振込の証明（明細書等）についても、提出を求めることがあります。振込に際しては手数料を

差し引くことなく全額を支給対象者本人口座に速やかに振り込んでいることを確認します。 

 

 

領収書チェック項目について【全期生】 

  

 

 授業料領収書イメージ【全期生】 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.

b.

c.

d.

e.

本人宛の領収書であることが確認できる（→本人名箇所にマーカーを引いた）

請求書と同じ発行元からの領収書であることが確認できる（→該当箇所にマーカーを引いた）

レターヘッドや印、署名等があり、留学先の発行であることが分かる

請求額と合致する

授業料であることが確認できる

2017/5/1

（学生本人氏名）様

下記の通り、領収いたしました。

授業料等 　XXX,XXX　　

○○大学　学生サービス部

役職　　　氏名　　　　　　　　　　　

領収書

署 名 or 公印

請求書の発行元と同一機関である

ことを確認してください。

請求書と同じ金額であることを確

認してください。
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【第６・７期生】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大学等への提出用紙（大学等確認・保管用　1期～5期）

採用期 大学等名 氏名

　【授業料請求内容及び領収状況確認】

　１．機構への請求年度 年度

　２．機構からの受給総額（円） 0 円

　３．留学先請求額（２．の内訳として）及び領収書確認状況（複数請求書がある場合はNoを増やして記入してください。）

No. 通貨単位 現地額 留学先機関名 国名 換算率 受給金額（円） 証拠書類

①

②

③

④

複数枚ある場合は、証拠書類にNoをつけてください。

「証拠書類」及び「和訳」は添付した場合「添付済」をドロップダウンリストから選択してください。

　４．領収書確認・チェック項目 チェック

a.

b.  

c.

d.

e.

※全ての領収書について確認し、問題がなければチェック欄に「○」を入力してください。

和訳

授業料領収書チェック用紙

請求内容 領収書確認

在籍大学等は、授業料支給のあった年度の年度末会計報告で領収書を提出する必要があるため、速やかに大学等に提出してください。

本紙以下の確認項目を入力し、全て確認をした上で、本紙に領収書及び和訳を添付し、在籍大学等に必ず提出してください。

授業料支援を受けた場合、領収書の提出が必要となります。

本人宛の領収書であることが確認できる（→本人名箇所にマーカーを引いた）

請求書と同じ発行元からの領収書であることが確認できる（→該当箇所にマーカーを引いた）

レターヘッドや印、署名等があり、留学先の発行であることが分かる

請求額と合致する

授業料であることが確認できる

（参考）領収書チェック用紙（学生用） 

【第１期生～第５期生】 

大学等への提出用紙（大学等確認・保管用　6期）

採用期 大学等名 氏名

　【授業料請求内容及び領収状況確認】

　１．機構への請求年度 年度

　２．機構からの受給総額（円） 円

　３．領収書確認・チェック項目

a.

b.  

c.

d.

e.

※全ての領収書について確認し、問題がなければチェック欄に「○」を入力してください。

チェック

授業料領収書チェック用紙

授業料支援を受けた場合、領収書の提出が必要となります。

本紙以下の確認項目を入力し、全て確認をした上で、本紙に領収書及び和訳を添付し、在籍大学等に必ず提出してください。

在籍大学等は、授業料支給のあった年度の年度末会計報告で領収書を提出する必要があるため、速やかに大学等に提出してください。

本人宛の領収書であることが確認できる（→本人名箇所にマーカーを引いた）

請求書と同じ発行元からの領収書であることが確認できる（→該当箇所にマーカーを引いた）

レターヘッドや印、署名等があり、留学先の発行であることが分かる

請求書の金額と一致する

授業料であることが確認できる
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3.4.8 【全期生】授業料が不要になった場合                     

 授業料の申請を予定していたにも関わらず不要になった場合は、登録データの更新を依頼してく

ださい。 

（１） 提出書類 

変更届（様式 Jおよび様式 J別紙２）※様式 J別紙１は不要  

（２）提出先 

変更申請関係窓口（受付センター）（P.61 参照） 
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3.5【全期生】奨学金等受給するために派遣留学生が在籍大学等に提出する書類について             

 
派遣留学生が奨学金等に関して提出する書類等は以下のとおりです。不足がある場合、奨学金等

の支給ができませんので、必ず提出するよう派遣留学生への周知をお願いいたします。 
 
派遣留学生から大学等に各種書類等を提出する際に使用する様式（及び貼付用紙）については学

生用様式としてまとめていますので、学生用様式を派遣留学生に配付し、提出物、提出方法、提出

期限等の周知をお願いいたします。 
 
【派遣留学生が在籍大学等に提出すべき書類一覧】 

 
【注１】留学先機関の受入許可証（それに相当する書類）については、支給対象者から書類の写し

の提出を求め保管をお願いします。（第６・７期生の授業料申請には機構へ写しの提出が必

要です）なお、計画変更等により留学先機関や留学時期が変わる場合には証拠書類として

提出を求めることがあります。 
【注２】第６・７期生は航空券領収書の提出は不要です。 
 
 
 
 
 
 
 
 

提出物 対象者 
（期） 

様式番号

等 
目的 提出時期 機構 

提出物 
大学 
保管 

月次在籍証明 全期 様式Ｂ-2 奨学金支給・ 
状況確認 

留学期間中毎月 － 原本 

搭乗券控え 全期 貼付用紙 
往復渡航費支給 
出国・帰国日確認 随時 － 原本 

航空券領収書 
 

２・３・４・

５期 貼付用紙 往復渡航費支給 随時 
 
－ 原本 

事前・事後研修 
前泊費領収書 ４・５期 貼付用紙 

事前・事後研修 
前泊費支給 研修参加後  － 原本 

授業料請求書 
(和訳付) 
チェックリスト 

全期 
  ― 

 
ﾁｪｯｸﾘｽﾄ 

授業料申請 授業料申請時 
 写 
  
 － 

原本 
 
原本 

受入許可証 ６・７期 ― 授業料申請 授業料申請時  写 写 
領収書請求書 
(和訳付) 
チェックリスト 

全期 
  ― 

 
ﾁｪｯｸﾘｽﾄ 

授業料支給報告 年度末支給報告時 
 写 
  
 － 

原本 
 
原本 
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４．奨学金等支給に対する報告について                        
奨学金等支給に対して提出が必要な報告は、「奨学金等支給報告」（年度末に取りまとめて５月

末までに提出）及び「支給対象者修了報告」（事後研修終了後に提出）です。 

 

4.1.【第２期・３期・４期・５期生】                       

   平成 29 年度奨学金等の報告について（年度末の手続き）                            

各年度に機構から送金している奨学金等額の報告として、支給報告書を提出していただきます。 

 平成 29 年度分として機構に申請し、機構から在籍大学等に送金した奨学金等（奨学金・授業料・

事後研修参加費）全てについて報告をしてください。それ以外に別途通知で御案内しているもの

（支援企業からの航空券支援（JAL/ANA）及び事前・事後研修以外の行事参加旅費等）については

「奨学金等」としての取扱いには含めないので、本報告においては対象外となります。 

 

平成 30 年 3 月 31 日までに返納が完了している額については、返納を反映させた上で報告してくだ

さい。 

 

（１）提出期限 

平成 30 年 5 月 31 日（木）必着 

 

（２）提出書類 

①「平成２９年度官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム～

奨学金等支給報告書」（様式 29H-1） 

②「平成２９年度官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラム～

奨学金等支給報告書（別紙様式）」（様式 29H-2）※期別（２期～５期） 

③ 平成２９年度在籍確認及び受領確認簿(写)（様式 B-1）※注１ 

④ 授業料領収書（写）及び和訳 （注２） 

 

（注１）平成 30 年 3 月の奨学金等支給が確認できる状態にし、派遣留学生本人が「受領人署

名」を記入したうえで提出してください。年度末提出時に全ての支給が終了していない

場合（年度をまたぐ計画の場合）は、署名欄は空欄のまま写しを提出してください。そ

の場合、全ての支給終了後に本人が署名した後、再度写しを提出してください。 

（注２）平成 29 年度中に機構から送金している授業料について、適切に支給していることを

確認し、領収書の写しを提出してください。その際、必ず請求書と領収書は発行元が同

じであることを確認した上で提出してください。領収書が発行中である場合には、在籍

大学等の理由書（様式任意）にて、発行手続き中であること及び請求額通り支払済みで

あることを御説明ください。 

   ※詳細な提出書類の作成方法は記入例を参照してください。 

 

（３）提出先 

   奨学金担当（窓口詳細は P.61 参照） 
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4.2．【全期生】支給対象者修了報告の提出について                      

在籍大学等は、派遣留学生が事後研修に参加した後、奨学金等の支援が終了したことの報告と

して、以下（３）の書類を機構に提出してください。 

報告に際しては以下２点について事前に必ず確認してください。なお、留学状況報告書につい

ては、支給対象者が成果を報告する目的で本手引きとは別に参加及び提出を依頼しているもので

す。 

 事後研修参加状況 

 留学状況報告書の提出状況及び内容 

 （１）提出時期 

    第５期生まで：事後研修参加費支給後 

    第６・７期生：事後研修参加後 

 

（２）提出期限 

   以下「修了報告書提出期限について」のとおり。 

 

【修了報告書提出期限について】 

＜第２期生～第５期生＞ 

事後研修 参加費送金時期 報告書提出期限 

平成２９年度夏季前期 平成２９年８月末日 平成２９年９月末日 

平成２９年度夏季後期 平成２９年１０月末日 平成２９年１１月末日 

平成２９年度冬季 平成３０年２月末日 平成３０年３月末日 

平成２９年度春季 平成３０年４月末日 平成３０年５月末日 

＜第６・７期生＞ 
事後研修 報告書提出期限 

平成２９年度夏季前期 平成２９年９月末日 

平成２９年度夏季後期 平成２９年１１月末日 

平成２９年度冬季 平成３０年３月末日 

平成２９年度春季 平成３０年５月末日 

 
（３）提出書類 

    「官民協働海外留学支援制度支給対象者修了報告書」（様式Ｉ）（※） 

※ 同じ採用期であっても留学終了時期及び事後研修参加時期は学生によって異なるため、

研修ごとに当該研修に参加した学生分を、採用期ごとに取り纏めの上、提出してくださ

い。作成に際しては記入例を参照してください。 

        

（４）報告に係る確認内容に関して 

 ①事後研修参加状況 
各研修終了後に、参加者一覧を事務局より在籍大学等まで御連絡致します。 

②留学状況報告書の提出状況及び内容 
派遣留学生は事後研修の事後課題として、研修受講後 1 か月以内に留学状況報告書の  

作成・提出を行う必要があります。提出状況については、該当派遣留学生からの御連絡、

及びグローバル人材育成コミュニティ情報システム（通称「とびコミュ」）上の提出窓口を

御確認ください。 
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５．変更申請及び返納プロセスについて                            
採用決定後、留学計画の内容や支給月数に影響を及ぼす留学計画の変更が生じる場合、派遣留学

生は在籍大学等を通じて速やかに「変更申請」の手続きを取る必要があります。「変更申請」手続き

は変更事由により手続きが異なります。次のフローチャートを参考に、手続きをお願いいたしま

す。なお、変更による「支給額の増額」や「事後の変更申請」は原則認められませんので、御留意

ください。 
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5.1．計画変更申請時の添付書類について                              
計画変更申請（簡易審査・再審査）の提出書類については、平成 29年 2月に以下の点を変更しま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

5.2．計画変更                                           

採用決定後、留学計画を変更する場合、「計画変更」の手続きを取る必要があります。計画変更に

係る手続きは、内容によって次の 3つの手続きに分かれています。 

なお、留学目的自体が、当初の計画から変更になるような場合は、「計画変更」には該当せず、変

更申請として受け付けることはできませんので、御留意ください。 

 

計画変更 

手続きの種類 内容 回数制

限 

参照頁 

1 簡易審査 留学計画の質に影響を与えない計画変更 なし P.45 
2 再審査 留学計画の質に影響を与える計画変更 あり P.47 

3 留学の中止・中断 
やむを得ない理由により、留学計画の遂行が

困難な状態となる計画変更 
なし P.48 

 

 

 

■ 計画変更申請中の「奨学金支給」について 

計画変更の対象となる時期の派遣留学生本人への奨学金支給については、計画変更申請が承認

されるまで保留（＝承認後に支給）となります。詳しくは P.58「変更申請中の奨学金等の支給

について」を御確認ください。 

 

■ 変更申請回数の制限について 

「再審査」については、申請回数に制限があります。留学開始前 1回、留学開始後 1回の合

計 2回が上限となります。したがって、熟慮のうえ申請するよう、派遣留学生への指導をお願

いいたします。なお、「簡易審査」、「留学の中止・中断」、「その他本人の責によらない事由」は

申請回数の制限はありません。 

   

■ 複数の事由による計画変更について 

複数の変更事由により「簡易審査」と「再審査」の両方の要件に該当する場合、「再審査」と

してまとめて申請をしてください。 

 

 

 

【変更前】 計画変更申請の提出書類として、「変更の根拠書類」が必要 

 

【変更後】 計画変更申請の提出書類として、「変更の根拠書類」は原則不要 

※ ただし、必要に応じて提出をお願いする可能性がありますので、在籍大学等で必ず保管してください。 

 

注意事項 
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5.2.1 簡易審査                                          

 留学計画（内容、期間、受入先機関、国・地域）に変更が生じ、以下の変更事由に該当する場

合、派遣留学生は「計画変更申請書(様式 J別紙１)」を作成の上、速やかに在籍大学等に提出し、

「簡易審査」を受ける必要があります。 

 

(1) 該当する変更事由 

「簡易審査」に該当する変更事由は次の 5つです。 

 

 

 

 

 

 

 

※1：留学期間の短縮が 30 日未満であっても、留学の質が損なわれないかを確認するため、次の①～③に該当

する場合には、「再審査」を行います。①変更前計画が 3ヶ月未満の留学計画の場合、②支給対象月が 3

ヶ月以上→2ヶ月以下になる場合、③支給対象月が 13 ヶ月以上→12 ヶ月以下になる場合 

※2：留学期間の短縮が 30 日未満で上記の「※1」に該当せず、支給への影響がない場合は、計画変更に関する

届出は必要ありませんが、年度末の支給報告の際に、支給報告書とあわせて提出する「在籍確認及び受領

確認等」の補足説明として在籍大学等の理由書（書式任意）を添付してください。 

 

(2) 提出書類 

 在籍大学等は、派遣留学生が作成した「計画変更申請書(様式 J別紙１)」を含む、次の「提

出書類」を確認・作成の上、受付センターに提出してください。 

※3：【変更点】受入先機関への受入れ許可証等、留学計画の実現性を証明できる文書等（変更の根拠書類）

の提出については、原則不要です。ただし、必要に応じて提出をお願いすることがありますので、在籍

大学等での保管を必ずお願いいたします。 

※4：「支給対象者登録データ」については、P.53「支給対象者登録データについて」を参照してください。

電子データは、誤記入を避けるため、該当者分のみのデータを作成・送付してください。エクセルのフ

ィルタ機能で該当者以外を非表示にさせるのではなく、該当者のデータのみ切り取って作成してくださ

い。 

※5：計画変更申請書は、「簡潔に」、「具体的に」、「客観的に（裏付けを持って）」記述するよう、派遣留学生

に指導してください。 

※6：返納発生時のみ。詳しくは、P.57「返納申請・追加支給申請について（年度内の奨学金等支給額に変更

が生じる場合）」を参照してください。 

変更事由 備考 

1 期間変更（期間のスライド：日数の変更なし＝0日）  ※1 

※2 2 30 日未満の軽微な期間短縮・延長 

3 語学学校に関わる変更（機関・期間の変更） 

 4 受入先機関／国・地域の変更（留学計画書記載の第 2希望以下への変更） 

5 その他、機構が簡易審査対象と認めるもの 

提出書類 様式 
提出方法 

提出先 備考 
郵送 システム 

1 変更届 J 簡易 ○ ○ 

受付 

センター 

※3 

2 支給対象者登録データ 1  ○ ※4 

3 計画変更申請書 J 別紙 1  ○ ※5 

4 支給対象者登録データ更新依頼書 J 別紙 2  ○ ※4 

5 返納報告書 K ○ ○ ※6 
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(3) 提出期限 

 原則、計画の変更が生じる１ヶ月前までに受付センターに到着する必要があります。提出書 

類に不備等がない場合、申請から承認までに要する期間は、１ヶ月程度です。なお、平成 29年 

12 月 19 日（火）以降から年度末までの間に提出された場合は、承認までに上記以上の期間を

要することがありますので御承知おきください。また、提出書類に不備等があり差戻しが発生

する場合は、審査等手続きに更に時間を要するため、派遣留学生にはスケジュールに余裕を持

って書類を提出するよう周知をお願いいたします。 

 

(4) システムによる提出方法について 

 変更申請書類は、オンライン申請システムを利用した電子ファイルの提出（公印のついたも

のは、データ送信に加え、受付センターに原本を郵送）が必要となります。詳しくは、P.55
「オンライン申請システムによる書類提出について」を参照してください。 
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5.2.2 再審査                                          

 留学計画（内容、期間、受入先機関、国・地域）に変更が生じ、以下の変更事由に該当する場

合、派遣留学生は「計画変更申請書(様式 J別紙１)」を作成の上、速やかに在籍大学等に提出し、

「再審査」を受ける必要があります。 

 

(1) 該当する変更事由 

「再審査」に該当する変更事由は次の 6つです。 

 

 

 (2) 提出書類 

在籍大学等は、派遣留学生が作成した「計画変更申請書(様式 J別紙１)」を含む、次の「提

出書類」を確認・作成の上、受付センターに提出してください。 

※1：受入先機関への受入許可証等、留学計画の実現性を証明できる文書等（変更の根拠書類）の提出につい

ては、原則不要です。ただし、必要に応じて提出をお願いする可能性がありますので、在籍大学等での

保管を必ずお願いいたします。 

※2：「支給対象者登録データ」については、P.53「支給対象者登録データについて」を参照してください。

電子データは、誤記入を避けるため、該当者分のみのデータを作成・送付してください。エクセルのフ

ィルタ機能で該当者以外を非表示にさせるのではなく、該当者のデータのみ切り取って作成してくださ

い。 

※3：計画変更申請書は、「簡潔に」、「具体的に」、「客観的に（裏付けを持って）」記述するよう、派遣留学生

に指導してください。 

※4：返納発生時のみ。詳しくは、P.57「返納申請・追加支給申請について（年度内の奨学金等支給額に変更

が生じる場合）」を参照してください。 

 

 

 

 

変更事由 

1 「簡易審査の変更事由(P.45 参照)」に該当しない事由 

2 30 日以上の留学時期・期間の変更 

3 留学期間の短縮が 30 日未満だが、変更前留学計画が 3ヶ月未満の留学計画の変更 

4 留学期間の短縮が 30 日未満だが、支給対象月が 3ヶ月以上→2ヶ月以下になる変更 

5 留学期間の短縮が 30 日未満だが、支給対象月が 13ヶ月以上→12ヶ月以下になる変更 

6 その他、機構が再審査対象と認めるもの 

提出書類 様式 
提出方法 

提出先 備考 
郵送 システム 

1 変更届 J ○ ○ 

受付 

センター 

※1 

2 支給対象者登録データ 1  ○ ※2 

3 計画変更申請書 J 別紙 1  ○ ※3 

4 
支給対象者登録データ更新依

頼書 
J 別紙 2  ○ 

※2 

5 返納報告書 K ○ ○ ※4 
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(3) 提出期限 

原則、計画の変更が生じる 2 ヶ月前までに受付センターに到着する必要があります。提出書

類に不備等がない場合、申請から承認までに要する期間は 2 ヶ月程度です。なお、平成 29 年

12 月 19 日（火）以降から年度末までの間に提出された場合は、承認までに上記以上の期間を

要することがありますので御承知おきください。また、提出書類に不備等があり差戻しが発生

する場合は、審査等手続きに更に時間を要するため、派遣留学生にはスケジュールに余裕を持

って書類を提出するよう周知をお願いいたします。 

 

(4) システムによる提出方法について 

 変更申請書類は、オンライン申請システムを利用した電子ファイルの提出（公印のついたも

のは、データ送信に加え、受付センターに原本を郵送）が必要となります。詳しくは、P.55
「オンライン申請システムによる書類提出について」を参照してください。 

 

(5) 変更申請回数の制限について  

再審査については、以下のとおり申請回数に制限があります。申請にあたっては熟慮の上、

申請するよう派遣留学生への指導をお願いいたします。 

 

 

 

※ 受入先機関の「未定」→「確定」は、申請回数に含めます。 

※ 当初計画において複数の受入先機関を予定しており、やむを得ず申請回数が 2回を超える場合は、原則

「その他本人の責によらない事由」とみなし、制限回数に含みません。 

 

 

5.2.3 留学の中止・中断                                       

 以下の該当する変更事由等、やむを得ない理由により留学計画の遂行が困難な状態(一時帰国含

む)となる場合、派遣留学生は速やかに在籍大学等へ状況を報告する必要があります。派遣留学生か

らの報告を受けた在籍大学等は、速やかに機構に電話にて御連絡をお願いいたします。書類提出後

の手続き、当該派遣留学生のその後の留学の取扱いについては機構の指示に従ってください。 

 

(1)  該当する変更事由 

変更事由 

1 重度の心身の不調 

2 親族の不幸・看病などの必要 

3 テロ・自然災害 

 

(2)  連絡先 

【担 当】独立行政法人日本学生支援機構 グローバル人材育成部グローバル人材育成企画課 

      中止・中断申請担当 

【電話番号】03-5253-4111（内線 4939） 

【受付時間】平日 9:30～18:15（12:00 から 13:00 は除く） 

 

留学開始前：１回（計画を確定させるための申請） 

留学開始後：１回（留学中に発生した変更を反映するための申請） 
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5.3．属性変更について                                      
機構に提出している支給対象者登録データ（登録データ）に変更が生じる場合、派遣留学生は速

やかに在籍大学等に届出をする必要があります。 

 

(1) 「応募者基本情報」の内容に変更が生じた場合（氏名変更等）  

本制度で採用された後に留学計画書「応募者基本情報（氏名等）」に変更が生じた場合、派遣留

学生は速やかに在籍大学等へ連絡をする必要があります。派遣留学生から連絡を受けた在籍大学等

は、以下の必要書類を速やかに機構に提出してください。 

 

提出書類 様式 
提出方法 

提出先 備考 
郵送 システム 

1 変更届 J ○ ○ 受付 

センタ

ー 

 

2 支給対象者登録データデータ更新依頼書 J 別紙 2  ○ 
※ 

3 支給対象者登録データ 1  ○ 

※「支給対象者登録データ」については、P.53「支給対象者登録データについて」を参照してください。 

 

(2) 在籍大学等が変わる場合（転学・転部） 

 採用決定後、在籍大学等が変わる場合(以下「転学」という。)、採用時の在籍大学等（以下「転

学元大学等」という。）は、転学先の大学等（以下「転学先大学等」という。）が募集要項第 10項

「派遣留学生を支援することができる在籍大学等の要件」を満たしており受入れ体制に問題がない

こと、また、転学後も転学先大学等で派遣留学生を支援できることについて確認し、さらに、以下

の事項について問題がないことを確認した上で、申請手続きをしてください。 

 

 

 

 

 

 

なお、転学に係る手続きについては、手続きを行う時期（留学開始前、留学中、留学終了後）に

より、提出時期や提出物が異なります。以下を参照の上、転学元・転学先それぞれの学校が提出す

べき提出時期、提出物について御確認と御対応をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 転学先大学等においても、派遣留学生を支援することができる在籍大学等の要件を満たし

ていること。 

(2) 転学元大学等は転学先大学等に当該学生の本系制度に係る全ての情報を提供し、「引継

ぎ」を必ず行うこと。 
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a.「留学開始前」に転学する場合 

＜転学元大学等＞ 

提出書類 様式 
提出方法 

提出先 備考 
郵送 システム 

1 転学先大学等引継ぎ承諾書 任意  ○ 受付 

センター 

※1 

2 支給対象者登録データ（当初） 1  ○  

 

＜転学先大学等＞ 

提出書類 様式 
提出方法 

提出先 備考 
郵送  システム 

1 転学先大学等引継ぎ承諾書 任意 郵送、メール等 転学元大学  

2 支給対象者登録データ（変更後） 1  ○ 
受付 

センター 

※2 

3 変更届 J ○ ○ ※3 

4 銀行振込依頼書 A ○  ※未登録の場合 

以降、全ての手続き 

※1：転学先と引継ぎを行い、支給申請等以降の手続きは全て転学先から行う旨を「転学先大学等引継ぎ承諾書

（任意様式）」に記載の上、提出してください。 

※2：「支給対象者登録データ」については、P.53「支給対象者登録データについて」を御参照ください。電子

データは、誤記入等を避けるため、該当者分のみのデータを作成・送付してください。エクセルのフィル

タ機能で該当者以外を非表示にさせるのではなく、該当者のデータのみ切り取って作成してください。 

※3：変更届（様式 J）は転学先から提出してください。 

※4：1期から 5期生対象。転学前の在籍大学等キャンパスからの参加費で支給する場合は、その旨を書き添え

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

51 
 

b.「留学中」に転学する場合 

＜転学元大学等＞ 

提出書類 様式 
提出方法 

提出先 備考 
郵送 システム 

1 転学先大学等引継ぎ承諾書 任意  ○ 
受付 

センター 

※1 

2 支給対象者登録データ（当初） 1  ○  

3 返納報告書 K ○ ○  

4 奨学金等支給報告書 H ○  奨学金担当 ※2 

＜転学先大学等＞ 

提出書類 様式 
提出方法 

提出先 備考 
郵送 システム 

1 転学先大学等引継ぎ承諾書 任意 郵送、メール等 転学元大学  

2 支給対象者登録データ（変更後） 1  ○ 
受付 

センター 

※3 

3 変更届 J ○ ○ ※4 

4 銀行振込依頼書 A ○  ※未登録の場合 

5 奨学金等支給申請書 F ○  奨学金担当  

以降、全ての手続き 

※1：転学先と引継ぎを行い、支給申請等以降の手続きは全て転学先から行う旨を「転学先大学等引継ぎ承諾書

（任意様式）」に記載の上、提出してください。 

※2：奨学金等支給報告書は転学元、転学先それぞれが支給実績を報告してください。 

※3：「支給対象者登録データ」については、P.53「支給対象者登録データについて」を御参照ください。電子

データは、誤記入等を避けるため、該当者分のみのデータを作成・送付してください。エクセルのフィル

タ機能で該当者以外を非表示にさせるのではなく、該当者のデータのみ切り取って作成してください。 

※4：変更届（様式 J）は転学先から提出してください。 

 

c.「留学終了後」の転学の場合 

留学終了後に転学する場合、全ての手続きを転学元で行うため、転学手続きは不要です。 

※転学後に「事後研修」を受ける場合も、全ての手続きは転学元で行います。 
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5.4．辞退について                                        

 派遣留学生が採用を辞退する場合（※）、派遣留学生は速やかに在籍大学等へ報告を行う必要があ

ります。派遣留学生から報告を受けた在籍大学等は、速やかに、次の必要書類を受付センターに提

出してください。 

なお、既に受給している奨学金等（奨学金、留学準備金、授業料）がある場合、事前研修参加費

相当分（6・7期生においては P.27 の研修参加費支給額一覧の支援内容＜前泊なし＞の金額を参加費

とする）を差引き、原則全額返納となります。また、辞退した時点から、事前・事後研修やコミュ

ニティへの参加等、全ての支援を受けることができませんので、御承知おきください。 

※①やむを得ない事情により支援を受ける前に採用を辞退する場合、②留学を取りやめる場合、③採用取消の場合等 

 

(1) 提出書類 

提出書類 様式 
提出方法 

提出先 備考 
郵送 システム 

1 変更届 J ○ ○ 

受付センター 

 

2 本人理由書 任意 ○ ○  

3 支給対象者登録データ 1  ○  

4 返納報告書 K ○ ○ ※ 

※：返納発生時のみ。詳しくは、P.57「返納申請・追加支給申請について（年度内の奨学金等支給額に変更が

生じる場合）」を参照してください。 
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5.5．支給対象者登録データについて                                 
各種手続きに際して、奨学金等の管理データである支給対象者登録データ（登録データ）の更新

を伴うため、「支給対象者登録データ（様式 1）」及び「支給対象者登録データ更新依頼書（様式 J 別

紙 2）」の提出が必要となります。以下の「作成上の注意点」や様式の記入例「（記入例）様式Ａ-

M.xlsx」（当プログラムウェブサイト〔https://tobitate.jasso.go.jp/college/）〕＞大学等担当者

専用ページ＞3.奨学金支給関連＞②奨学金事務様式 よりダウンロード）を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奨学金単価は、採用された「期」や「家計基準」によって、以下のように支給内容が異なりま

す。計画変更に伴う「奨学金支給額の変更」の取り扱いは以下のとおりになりますので、留意して

ください。 

家計基準内の場合、第 1期から第 5期の場合は 4 区分、第 6・7 期の場合は 2 区分に分かれていま

す。この点について、留学計画の「渡航先」「留学時期」「留学期間」が変更となるような場合、当

初支給を予定していた「区分（＝支給金額）」と「月数」を上回る「奨学金支給額の変更」はできま

せん。詳しくは、以下の第 1 期～第 5 期の区分を用いた例を参照してください。なお、第 6・7 期も

同様の考え方になります。 

[参考] 奨学金支給額一覧 

第 1期～第 5期 第 6・７期 

家計基準内 家計基準外 
家計基準内 

（大学全国コース） 

家計基準外 

（大学オープンコース） 

奨学金 

（4区分） 

20 万円（指定都市） 

奨学金 

（一律） 
10 万円 

奨学金 

（2区分） 

16 万円 
奨学金 

（一律） 
6 万円 

16 万円（甲地区） 

14 万円（乙地区） 
12 万円 

12 万円（丙地区） 

■「支給対象者登録データ」作成上の注意点 

 

①  変更前と変更後の内容を対照して確認できるよう、また、これまでの変更履歴が分か

るよう、以下のように変更前・変更後のデータの全てを上下に並べてください。 

②  変更箇所は赤字で示し、変更情報欄も記入してください。 

③  誤記入等を避けるため、該当者分のみのデータを作成・送付してください。エクセルの

フィルタ機能で該当者以外を非表示にさせるのではなく、マスターとなるデータから該当

者のデータのみ切り取って御作成ください。 

 

参考（奨学金支給額の変更について） 
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【例 1】「渡航先（＝区分）」を変更する場合 

この場合、変更前「乙地区（14 万円）」×6カ月の留学計画です。5月について、「乙地区

（14万円）」から「指定都市（20万円）」への変更となりますが、当初計画の区分（＝支給額）

を上回る単価の変更はできないため、奨学金支給額としては、20 万円ではなく、14万円となり

ます。 

 

 

【例 2】「留学時期」を変更（スライド）する場合 

この場合、変更前「甲地区（16 万円）」×2カ月、「乙地区（14万円）」×2カ月の留学計画で

す。変更後は、時期の変更（スライド）のみで、区分や月数の変更はありません。したがっ

て、奨学金支給額の変更はありません。 

 

 

【例 3】「渡航先」と「留学期間」を変更（延長）する場合 

この場合、変更前「指定都市(20 万円)」×2カ月、「丙地区(12 万円)」×2カ月の留学計画で

す。当初計画の「月数（＝4カ月）」を上回る支給額の変更はできないため、変更後の奨学金合

計額は当初の 64 万円を下回る 48 万円となりますが、8月の奨学金支給額は、0円となります。 

 

 

【例 4】「渡航先」と「留学期間」を変更（短縮）する場合 

この場合、変更前「乙地区 (14 万円)」×5カ月の留学計画です。変更後は、「甲地区（16万

円）」×3カ月への変更となりますが、当初計画の区分（＝支給額）を上回る奨学金支給額の変

更はできないため、4月から 6月は各月 14万円となります。なお、変更後の奨学金合計額は、

変更前 70万円を下回る 42 万円となりますが、当初計画との差額 28万円については、各月に充

当する等できませんので、あらかじめご留意ください。 

 

４月 ５月 ６月 7月 8月 9月 ４月 ５月 ６月 7月 8月 9月

渡航先区分 乙地区 乙地区 乙地区 乙地区 乙地区 乙地区 渡航先区分 丙地区 指定都市 乙地区 乙地区 乙地区 乙地区

奨学金区分 乙地区 乙地区 乙地区 乙地区 乙地区 乙地区 奨学金区分 丙地区 乙地区 乙地区 乙地区 乙地区 乙地区

奨学金支給額 14万円 14万円 14万円 14万円 14万円 14万円 奨学金支給額 12万円 14万円 14万円 14万円 14万円 14万円

変更前 変更後

４月 ５月 ６月 7月 8月 9月 ４月 ５月 ６月 7月 8月 9月

渡航先区分 甲地区 甲地区 乙地区 乙地区 渡航先区分 甲地区 甲地区 乙地区 乙地区

奨学金区分 甲地区 甲地区 乙地区 乙地区 奨学金区分 甲地区 甲地区 乙地区 乙地区

奨学金支給額 16万円 16万円 14万円 14万円 奨学金支給額 16万円 16万円 14万円 14万円

変更前 変更後

４月 ５月 ６月 7月 8月 ４月 ５月 ６月 7月 8月

渡航先区分 指定都市指定都市 丙地区 丙地区 渡航先区分 丙地区 丙地区 丙地区 丙地区 丙地区

奨学金区分 指定都市指定都市 丙地区 丙地区 奨学金区分 丙地区 丙地区 丙地区 丙地区

奨学金支給額 20万円 20万円 12万円 12万円 64万円 奨学金支給額 12万円 12万円 12万円 12万円 0円 48万円

合計 合計

変更前 変更後

４月 ５月 ６月 7月 8月 ４月 ５月 ６月 7月 8月

渡航先区分 乙地区 乙地区 乙地区 乙地区 乙地区 渡航先区分 甲地区 甲地区 甲地区

奨学金区分 乙地区 乙地区 乙地区 乙地区 乙地区 奨学金区分 乙地区 乙地区 乙地区
奨学金支給額 14万円 14万円 14万円 14万円 14万円 70万円 奨学金支給額 14万円 14万円 14万円 42万円

変更前 変更後

合計合計
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5.6. オンライン申請システムによる提出について                        

 変更申請書類は、オンライン申請システムを利用した電子ファイルの提出（公印のついたもの

は、データ送信に加え、受付センターに原本を郵送）する必要があります。以下の提出方法に沿っ

て、御対応をお願いいたします。 

 

 

 

 ① 提出するファイルを準備します。 

※各データのファイル名について、以下の設定規則に沿って御設定をお願いいたします。 

 

■電子ファイル名 設定規則 ＜※各項目間はアンダーバー（ _ ）を入力＞ 

 

学校コード 学校等名 
派遣留学生 

氏名（期） 
提出書類名 

111111 ○○大学 ○○○○【○期】 ○○○○ 

 

例) 111111_トビタテ大学_飛立太郎【7期】変更届 

111111_トビタテ大学_飛立太郎【7期】支給対象者登録データ 

111111_トビタテ大学_飛立太郎【7期】計画変更申請書 

111111_トビタテ大学_飛立太郎【7期】支給対象者登録データ更新依頼書 

111111_トビタテ大学_飛立太郎【7期】返納報告書 

 

② オンライン申請システム［ https://tobitate.force.com/secretariat/login ］にアクセ

ス・ログインします。 

 

③ 大学等マイページの「学校・学部等」タブをクリックし、大学名のリンクをクリックしま

す。 

 

 

 

 

 

 

④ 「メモ＆添付ファイル」欄の「ファイル添付」ボタンをクリックします。 

※取り纏めのある大学等については、学部等の「メモ＆添付ファイル」でないことを確認

してください。 

 

 

 

 

 

 

オンライン申請システムによる変更申請書類の提出方法 
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⑤ 「ファイルを選択」ボタンをクリックし、表示されるファイルフォルダから提出する電子フ

ァイル選択。 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 「ファイル添付」ボタンをクリックすると、画面下に添付したファイル名が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑦ 「完了」ボタンをクリックすると、ファイルのアップロードは完了です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧ 受付センターにアップロードした旨をオンラインシステム及びメールにて連絡します。 

  ※宛先・件名は以下の内容で送信してください。 

 

 

 

 

 

⑨ 公印のついた書類は、受付センターに郵送してください。 

  ※郵送に際しては、必ず書留又は宅配便等の記録の残る方法で送付してください。 

 

 

 

 

 

 

 

宛先：tobitate@tempstaff.jp（トビタテ！留学 JAPAN 受付センター［テンプスタッフ株式会社］） 

件名：【変更申請】学校コード_学校等名 

例）【変更申請】111111_トビタテ大学 
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5.7．返納申請・追加支給申請について（年度内の奨学金等支給額に変更が生じる場合）                     

支給対象者登録データの支給申請額に変更が生じる場合、「返納申請」または「追加支給申請」が

必要となります。 

 

(1) 返納申請 

変更申請により返納が生じる場合は、申請時に「返納報告書（様式Ｋ）」を他の申請書類と共

に提出していただきます。「採用辞退」の場合は、既給額の全額、「計画変更に伴う金額変更」の

場合は、既支給部分のうち不要となる額について報告してください。提出書類及びデータの内容

確認後、機構は当該在籍大学等に対し返納請求を行います。なお、返納にかかる手数料は在籍大

学等で負担していただきますので、あらかじめご了承ください。 

 

■年度末の返納手続きについて 

平成 29 年度中（平成 30年 3月 30 日（金））までに機構への入金を完了する必要がありま

す。そのため平成 29 年度中の変更については、平成 29年 12 月 18 日（月）＜必着＞までに機

構に変更申請書を提出してください。奨学金、渡航費、留学準備金、授業料の支給と証拠書類

の管理を適切に行っているか再度確認し、返納が生じる場合は速やかに機構に連絡してくださ

い。 

 

(2) 追加支給申請（平成 29 年度奨学金の支給額が増える場合） 

奨学金等は原則として増額対応は行いませんが、支援総額に増加がなく、留学期間が前倒し

になる「期間スライド（前倒し）」により平成 29年度支給額の配分が増える場合、不足する金

額の追加申請が必要となります。 

計画変更が承認され、承認通知及びデータ更新完了のお知らせが届き次第、追加支給申請手

続きを行ってください。追加支給申請時には以下の書類を作成し、奨学金担当宛に御提出くだ

さい。申請書類提出日、振込予定日等の送金にかかるスケジュールについては、3.4.5 の授業

料送金スケジュールと同様となります。 

 

提出書類 様式 
提出方法 

提出先 
郵送 システム 

1 奨学金支給申請書（第 期生用） F-1 ○  
奨学金等支

給関係窓口 
2 奨学金（追加）支給申請書別紙（第 期生用） F-3 ○  

3 計画変更承認通知（写）  ○  
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5.8．変更申請中の奨学金等の支給について                                

 変更申請中の奨学金等の支給については以下のとおりです。なお、変更申請の不承認等で採用決

定の取消しとなった場合、原則として既に受給済みの奨学金等を含む全額を返納いただく事になり

ますので、御注意ください。 

 

① 奨学金 

変更計画の対象となる時期でなければ支給を続けることとします。留学計画内容を変更して

いる月に関しては、承認を待ってから支給してください。 

 

 

 

 

②  留学準備金 

変更申請に関わらず支給をしてください。 

 

③ 授業料 

変更計画にかかる時期でなければ支給することとします。ただし、留学計画変更に伴い授業

料の金額に変更が生じる場合は、変更申請が承認され、留学先機関の請求書に基づき、金額が

確定した後に機構へ申請の上、支給してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【例】留学計画（7月～12 月）で、12 月に係る変更が発生し変更申請を行う場合 

➤ 変更申請中であっても 7 月～11 月分は支給を継続、12月分は承認確認後支給 

【例】留学計画（7月～9月：大学、10月～12 月：インターンシップ）のうち、10 月

～12月に係る変更が発生し変更申請を行う場合 

➤ 7月～9月の大学に係る授業料は、変更申請中であっても機構に支給申請の

上、派遣留学生へ支給してください。 
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5.9．採用取消しについて                                        

採用された留学計画内容に大幅な変更がある場合や学業不振・素行不良が顕著等、本制度による

支援を受けるに相応しくないと機構が判断した場合、採用決定を取り消すことがあります。以下の

事由に該当する場合、原則、派遣留学生としての採用取り消しを行います。なお、採用取り消しと

なった場合、既に受給済みの奨学金等を含む全額を返納いただく事になりますので、派遣留学生へ

の注意喚起をお願いします。 

 

採用申請取り消し事由 備考 

1 再審査において「不承認」となった場合  

2 事後の計画変更申請の場合 ※ 

3 在籍大学等または機構が、学業不振・素行不良等の理由により継続しての支援が

適当でないと判断した場合 
 

4 募集要項に定める「派遣留学生の要件」、「留学計画の申請要件」を満たさなくな

った場合 
 

※ 派遣留学生が事前に在籍大学等に連絡をし、連絡を受けた在籍大学等が機構に書面にて状況

を報告（様式任意）し、提出された書類に基づいて機構より事後提出の事前承諾を得ていた

場合を除く。 

 

 

5.10．連絡窓口について                             
 

変更申請に係る各種届出の連絡窓口については、P.61「連絡窓口について」を参照ください 
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６．その他 【共通】                                   
 

6.1．「奨学金受給証明書」の発行                               

在籍大学等は、支給対象者から依頼があった場合、機構に代わって「奨学金受給証明書」（様式

Ｌ）を発行することができます。機構では発行いたしません。 

なお、同証明書を発行する場合は、支給対象者の採用決定時に通知した内容を確認の上発行し、

必ず控えを取り保管してください。 

                                                                         

6.2．立入検査の実施等について                              

本制度の趣旨に即した成果が得られているか、また、本制度の支援が適正に行われているかを確

認するため、機構が在籍大学等への立入検査の実施又は関係書類の提出を求めることがあります。

関係書類等を適正に管理するとともに、機構から求められた場合は速やかに提出してください。 

その際、在籍大学等において適切な管理執行が行われていないことが明らかになった場合や、管

理体制が確認できない等の場合は、支給済み奨学金等の返納を求めることがあります。 

 

6.3 安全情報等について                                

在籍大学等は派遣留学生が渡航する前に、以下について十分に確認してください。 

・現地の安全情報に十分注意すること 

・留学後も随時状況確認ができるよう、在籍大学等や留学先機関と連絡を密にすること 

 

留学に関する安全情報の収集手段としては、外務省の「領事サービスセンター（海外安全担当）」

の情報提供サービス等を活用してください。なお、留学先国（地域）の状況から安全な留学が困難

と認められる場合は、派遣留学生としての支援を見合わせることがあります。 

渡航後は、日本大使館や総領事館に在留届を提出するよう指導してください（海外に３か月以上

滞在する場合は在留届の提出が義務付けられています）。在留期間が３か月未満の場合についても、

「たびレジ」に登録することで在留届と同様に緊急情報の提供を受けられるので登録を推奨してく

ださい。 

◆たびレジ：https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/ 

 ◆海外安全情報等照会先：外務省領事局 領事サービスセンター（海外安全担当） 

〒100-8919 東京都千代田区霞が関 2-2-1 （外務省庁舎内） 

TEL ：（代表）03-3580-3311（内線 2902、2903） 

ホームページ  http://www.anzen.mofa.go.jp/about_center/index.html 

 

6.4 個人情報の取扱いについて                              

御記入いただいた情報は、本制度実施のため利用されます。在外公館・行政機関及び関係企業等

に対し、必要に応じて提供され、その他の目的には利用されません。 
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７．連絡窓口について                                 
 

■奨学金等支給関係窓口（奨学金担当）                       

【宛先】文部科学省官民協働海外留学創出プロジェクト 

    独立行政法人日本学生支援機構グローバル人材育成部民間資金課 

（奨学金担当） 

※郵送物には封筒には朱書きで「（様式名）在中」と記入してください。 

【住所】〒100-8959 東京都千代田区霞が関 3-2-2      

【電子メール】tobitate-scholarship@mext.go.jp 

【電話】03-5253-4111(内線 3628、4932) 

【問い合わせ対応時間】9時 30 分～18時 15 分 

  

■研修関係窓口（研修担当）                             

【宛先】文部科学省官民協働海外留学創出プロジェクト 

  独立行政法人日本学生支援機構グローバル人材育成部グローバル人材育成企画課（研修担当） 

    ※郵送物には封筒には朱書きで「（様式名）在中」と記入してください。 

【住所】〒100-8959 東京都千代田区霞が関 3-2-2      

【電子メール】kanminryugaku@mext.go.jp 

【電話】03-5253-4111(内線 4920) 

【問い合わせ対応時間】9時 30 分～18時 15 分 

 

■変更申請関係窓口（受付センター）                                    

受託先：テンプスタッフ株式会社 

【宛先】テンプスタッフ株式会社(トビタテ！留学 JAPAN) 

※郵送物には封筒には朱書きで「（様式名）在中」と記入してください。 

【住所】〒171-0014 東京都豊島区池袋 2-65-18 池袋 WEST ビル 4F 

【電子メール】tobitate@tempstaff.jp 

【電話】03-4334-1242 

【問い合わせ対応時間】平日 10 時～17 時（12～13 時の間も受付いたします） 

  ※紙媒体での提出は、受託者であるテンプスタッフ株式会社の住所へ送付ください。 

 ※電子媒体での提出方法については、別途上記会社より派遣留学生の在籍大学等へご連絡させて

いただきます。上記案内をご確認の上、提出をお願い致します。 

※データを提出する際に設定するパスワードについては、本手引き掲載の御案内メールに記載し

ております。指定のパスワードを設定して提出するようにしてください。 



○出納官吏事務規程第１４条及び第１６条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件  
 
（平成２８年１２月２７日財務省告示第３６７号） 
（平成２９年４月１日適用）  
 
出納官吏事務規程（昭和二十二年大蔵省令第九十五号）第十四条及び第十六条に規定する外国貨

幣換算率を次のように定め、平成二十九年四月一日から適用し、出納官吏事務規程第十四条及び

第十六条に規定する外国貨幣換算率を定める等の件（平成二十七年十二月財務省告示第四百号）

は、同日から廃止する。  
 
平成二十八年十二月二十七日  
 
財務大臣  麻生 太郎  
 
 
一 アメリカ合衆国通貨 一ドルにつき本邦通貨一一〇円  
二 欧州経済通貨統合参加国通貨 一ユーロにつき本邦通貨一二二円  
三 スウェーデン通貨 一スウェーデン・クローネにつき本邦通貨一三円  
四 ブラジル通貨 一ヘアルにつき本邦通貨三一円  
五 ウルグアイ通貨 一〇〇ウルグアイ・ペソにつき本邦通貨三六四円  
六 インド通貨 一〇〇インド・ルピーにつき本邦通貨一六四円  
七 パキスタン通貨 一〇〇パキスタン・ルピーにつき本邦通貨一〇七円  
八 タイ通貨 一〇〇バーツにつき本邦通貨三一二円  
九 ミャンマー通貨 一、〇〇〇チャットにつき本邦通貨八九円  
十 カナダ通貨 一カナダ・ドルにつき本邦通貨八三円  
十一 メキシコ通貨 一〇〇メキシコ・ペソにつき本邦通貨六〇九円  
十二 ペルー通貨 一ソルにつき本邦通貨三三円  
十三 インドネシア通貨 一〇、〇〇〇ルピアにつき本邦通貨八二円  
十四 英国通貨 一スターリング・ポンドにつき本邦通貨一五五円  
十五 中華人民共和国通貨 一元につき本邦通貨一七円  
十六 スイス通貨 一スイス・フランにつき本邦通貨一一二円  
十七 スリランカ通貨 一〇〇スリランカ・ルピーにつき本邦通貨七六円  
十八 アルゼンチン通貨 一〇〇アルゼンチン・ペソにつき本邦通貨七九五円  
十九 大韓民国通貨 一、〇〇〇ウォンにつき本邦通貨九五円  
二十 フィリピン通貨 一〇〇フィリピン・ペソにつき本邦通貨二三四円  
二十一 オーストラリア通貨 一オーストラリア・ドルにつき本邦通貨八二円  
二十二 トルコ通貨 一トルコ・リラにつき本邦通貨三七円  
二十三 ドミニカ共和国通貨 一〇〇ドミニカ・ペソにつき本邦通貨二四〇円  
二十四 チリ通貨 一〇〇チリ・ペソにつき本邦通貨一六円  



二十五 ニュージーランド通貨 一ニュージーランド・ドルにつき本邦通貨七六円  
二十六 ラオス通貨 一、〇〇〇キップにつき本邦通貨一四円  
二十七 エジプト通貨 一エジプト・ポンドにつき本邦通貨一三円  
二十八 セルビア通貨 一〇〇セルビア・ディナールにつき本邦通貨九九円  
二十九 ノルウェー通貨 一ノルウェー・クローネにつき本邦通貨一三円  
三十 デンマーク通貨 一デンマーク・クローネにつき本邦通貨一六円  
三十一 南アフリカ共和国通貨 一〇〇ランドにつき本邦通貨七四四円  
三十二 中華人民共和国（香港特別行政区）通貨 一香港・ドルにつき本邦通貨一四円  
三十三 マレーシア通貨 一リンギにつき本邦通貨二七円  
三十四 キューバ通貨 一キューバ・ペソにつき本邦通貨一一〇円  
三十五 コスタリカ通貨 一〇〇コスタリカ・コロンにつき本邦通貨二〇円  
三十六 パナマ通貨 一バルボアにつき本邦通貨一一〇円  
三十七 ベネズエラ通貨 一〇〇ボリバルにつき本邦通貨二〇円  
三十八 ボリビア通貨 一ボリヴィアーノにつき本邦通貨一六円  
三十九 イラン通貨 一〇、〇〇〇リアルにつき本邦通貨三七円  
四十 ナイジェリア通貨 一〇〇ナイラにつき本邦通貨四七円  
四十一 ケニア通貨 一〇〇ケニア・シリングにつき本邦通貨一〇八円  
四十二 ホンジュラス通貨 一〇〇レンピラにつき本邦通貨四八四円  
四十三 エルサルバドル通貨 一エルサルバドル・コロンにつき本邦通貨一三円  
四十四 コロンビア通貨 一、〇〇〇コロンビア・ペソにつき本邦通貨三七円  
四十五 アフガニスタン通貨 一〇〇アフガニーにつき本邦通貨一六二円  
四十六 イラク通貨 一、〇〇〇イラク・ディナールにつき本邦通貨九三円  
四十七 シリア通貨 一〇〇シリア・ポンドにつき本邦通貨二六円  
四十八 レバノン通貨 一、〇〇〇レバノン・ポンドにつき本邦通貨七三円  
四十九 コンゴ民主共和国通貨 一〇〇コンゴ・フランにつき本邦通貨一一円  
五十 イスラエル通貨 一シェケルにつき本邦通貨二九円  
五十一 グアテマラ通貨 一ケッツアルにつき本邦通貨一五円  
五十二 ニカラグア通貨 一〇〇コルドバ・オロにつき本邦通貨三八八円  
五十三 エチオピア通貨 一〇〇ブルにつき本邦通貨五〇六円  
五十四 モロッコ通貨 一ディラムにつき本邦通貨一一円  
五十五 ハイチ通貨 一〇〇グルドにつき本邦通貨一七九円  
五十六 エクアドル通貨 一エクアドル・ドルにつき本邦通貨一一〇円  
五十七 パラグアイ通貨 一、〇〇〇ガラニにつき本邦通貨二〇円  
五十八 サウジアラビア通貨 一リヤールにつき本邦通貨二九円  
五十九 ヨルダン通貨 一ヨルダン・ディナールにつき本邦通貨一五五円  
六十 スーダン通貨 一スーダン・ポンドにつき本邦通貨一七円  
六十一 バチカン通貨 一バチカン・ユーロにつき本邦通貨一二二円  
六十二 ロシア通貨 一〇〇ルーブルにつき本邦通貨一六三円  
六十三 ネパール通貨 一〇〇ネパール・ルピーにつき本邦通貨一〇三円  



六十四 ポーランド通貨 一ズロティにつき本邦通貨二八円  
六十五 チェコ通貨 一〇〇コルナにつき本邦通貨四五三円  
六十六 アイスランド通貨 一〇〇アイスランド・クローネにつき本邦通貨八九円  
六十七 チュニジア通貨 一チュニジア・ディナールにつき本邦通貨五三円  
六十八 リビア通貨 一リビア・ディナールにつき本邦通貨七九円  
六十九 ガーナ通貨 一ガーナ・セディにつき本邦通貨二八円  
七十 ハンガリー通貨 一〇〇フォリントにつき本邦通貨三九円  
七十一 セネガル通貨 一〇〇ＣＦＡフランにつき本邦通貨一九円  
七十二 クウェート通貨 一クウェート・ディナールにつき本邦通貨三六四円  
七十三 アルジェリア通貨 一〇〇アルジェリア・ディナールにつき本邦通貨一〇〇円  
七十四 コートジボワール通貨 一〇〇ＣＦＡフランにつき本邦通貨一九円  
七十五 ルーマニア通貨 一レイにつき本邦通貨二七円  
七十六 シンガポール通貨 一シンガポール・ドルにつき本邦通貨八〇円  
七十七 タンザニア通貨 一、〇〇〇タンザニア・シリングにつき本邦通貨五一円  
七十八 ブルガリア通貨 一レヴにつき本邦通貨六二円  
七十九 マダガスカル通貨 一、〇〇〇アリアリにつき本邦通貨三五円  
八十 ザンビア通貨 一クワチャにつき本邦通貨一〇円  
八十一 ガボン通貨 一〇〇ＣＦＡフランにつき本邦通貨一九円  
八十二 バングラデシュ通貨 一〇〇タカにつき本邦通貨一四〇円  
八十三 モンゴル通貨 一、〇〇〇トウグリクにつき本邦通貨五三円  
八十四 ベトナム通貨 一〇、〇〇〇ドンにつき本邦通貨四九円  
八十五 アラブ首長国連邦通貨 一ディルハムにつき本邦通貨三〇円  
八十六 カタール通貨 一カタール・リヤールにつき本邦通貨三〇円  
八十七 パプアニューギニア通貨 一キナにつき本邦通貨三五円  
八十八 トリニダード・トバゴ通貨 一トリニダード・トバゴ・ドルにつき本邦通貨一七円  
八十九 ジャマイカ通貨 一〇〇ジャマイカ・ドルにつき本邦通貨八九円  
九十 ギニア通貨 一、〇〇〇ギニア・フランにつき本邦通貨一三円  
九十一 イエメン通貨 一〇〇イエメン・リアルにつき本邦通貨四六円  
九十二 ウガンダ通貨 一、〇〇〇ウガンダ・シリングにつき本邦通貨三二円  
九十三 フィジー通貨 一フィジー・ドルにつき本邦通貨五二円  
九十四 オマーン通貨 一オマーン・リアルにつき本邦通貨二八七円  
九十五 ソロモン通貨 一ソロモン・ドルにつき本邦通貨一四円  
九十六 ブルネイ通貨 一ブルネイ・ドルにつき本邦通貨八〇円  
九十七 バーレーン通貨 一バーレーン・ディナールにつき本邦通貨二九二円  
九十八 カメルーン通貨 一〇〇ＣＦＡフランにつき本邦通貨一九円  
九十九 カンボジア通貨 一、〇〇〇リエルにつき本邦通貨二七円  
百 ウクライナ通貨 一〇〇グリブナにつき本邦通貨四三四円  
百一 ウズベキスタン通貨 一、〇〇〇ソムにつき本邦通貨三七円  
百二 カザフスタン通貨 一〇〇テンゲにつき本邦通貨三三円  



百三 ベラルーシ通貨 一ベラルーシ・ルーブルにつき本邦通貨五六円  
百四 モザンビーク通貨 一〇〇メティカルにつき本邦通貨一九九円  
百五 ミクロネシア通貨 一ミクロネシア・ドルにつき本邦通貨一一〇円  
百六 マーシャル通貨 一マーシャル・ドルにつき本邦通貨一一〇円  
百七 クロアチア通貨 一クーナにつき本邦通貨一六円  
百八 ボスニア・ヘルツェゴビナ通貨 一コンヴェルティビルナ・マルカにつき本邦通貨六二円  
百九 パラオ通貨 一パラオ・ドルにつき本邦通貨一一〇円  
百十 アゼルバイジャン通貨 一アゼルバイジャン・マナトにつき本邦通貨七三円  
百十一 タジキスタン通貨 一タジキスタン・ソモニにつき本邦通貨一四円  
百十二 東ティモール通貨 一東ティモール・ドルにつき本邦通貨一一〇円  
百十三 キルギス通貨 一〇〇キルギス・ソムにつき本邦通貨一五六円  
百十四 アンゴラ通貨 一〇〇クワンザにつき本邦通貨六九円  
百十五 トルクメニスタン通貨 一トルクメニスタン・マナトにつき本邦通貨三二円  
百十六 ボツワナ通貨 一プラにつき本邦通貨一〇円  
百十七 マラウイ通貨 一〇〇マラウイ・クワチャにつき本邦通貨一六円  
百十八 マリ通貨 一〇〇ＣＦＡフランにつき本邦通貨一九円  
百十九 トンガ通貨 一パ・アンガにつき本邦通貨五〇円  
百二十 ジョージア通貨 一ラリにつき本邦通貨四七円  
百二十一 ブルキナファソ通貨 一〇〇ＣＦＡフランにつき本邦通貨一九円  
百二十二 モーリタニア通貨 一〇〇ウギアにつき本邦通貨三二円  
百二十三 ベナン通貨 一〇〇ＣＦＡフランにつき本邦通貨一九円  
百二十四 ルワンダ通貨 一〇〇ルワンダ・フランにつき本邦通貨一四円  
百二十五 ジブチ通貨 一〇〇ジブチ・フランにつき本邦通貨六二円  
百二十六 南スーダン通貨 一〇〇南スーダン・ポンドにつき本邦通貨二八五円  
百二十七 サモア通貨 一サモア・タラにつき本邦通貨四三円  
百二十八 アルメニア通貨 一〇〇ドラムにつき本邦通貨二三円  
百二十九 ナミビア通貨 一〇〇ナミビア・ドルにつき本邦通貨七五〇円  
百三十 モルディブ通貨 一〇〇ルフィヤにつき本邦通貨七二三円  
百三十一 バルバドス通貨 一バルバドス・ドルにつき本邦通貨五五円  
百三十二 モルドバ通貨 一〇〇モルドバ・レイにつき本邦通貨五五三円  
百三十三 モーリシャス通貨 一〇〇モーリシャス・ルピーにつき本邦通貨三〇九円  
百三十四 アルバニア通貨 一〇〇レクにつき本邦通貨八九円  
百三十五 マケドニア旧ユーゴスラビア共和国通貨 一〇〇デナルにつき本邦通貨一九八円  
 


