
  ２０２２年度 

      民間奨学金（大学推薦）募集のお知らせ 

公益財団法人 ＫＤＤＩ財団 
 
    （１）応募資格 
    ・在留資格が「留学」である者。 
        ・申請時および受給期間をとおして、大学院修士課程または博士課程に在籍する者。 
        ・２０２２年４月１日現在、３５歳以下の者。 
    ・情報通信またはこれと関連する事項をテーマとした研究に取り組んでいる者。 
    ・別紙「対象国籍」の国籍を有する者。 
 
  （２）支給金額および期間 
     月額：１０万円 
     （但し他機関からの奨学金等を受給する者については合計が月額１０万円を超えないよう調整） 
      ※つばめ博士奨学金との併給は可 

２０２２年４月より６か月または１２か月 
 
  （３）申請方法 
     申請を希望する方には詳細を別途ご案内しますので学生支援課までメールでご連絡ください。 
     メールは、件名を「ＫＤＤＩ財団申請希望：（学籍番号）」とし、本文に学籍番号と氏名を必ず 

添えてください。 
     学生支援課 E-mail：gak.kei@jim.titech.ac.jp 
 
    （４）学内申請締切 

２０２１年７月１６日（金）までにメールでご連絡ください。 
     
    （５）補足 
   採択結果の通知は２０２２年１月中旬～２月初旬頃です。それまで他の奨学金には申請できません。 
 

Announcement of Application Conditions for the  
“ KDDI Foundation” Private Foundation Scholarship in 2022 

(Scholarship requiring University Recommendation) 
 

(1) Eligibility 
・Those whose status of residence is "Student". 
・Applicants must be enrolled as a Master’s student or a Doctoral Course student at the time of 

application and throughout the receiving period. 
・As of April 1, 2022, those under 35 years old. 
・Those who are engaged in research on the theme of Telecommunications and the related fields.  
・Applicants must have nationality as stated in Appendix. 
 
(2) Amount of Scholarship and period 
・¥100,000 / month 
 However, for those who receive scholarships from other institutions, the total amount will be 

adjusted so that it does not exceed 100,000 yen per month. 
 *Tsubame Scholarship can be received at the same time. 
・From April, 2022 to September, 2022 or March, 2023 
 
(3) How to Apply                                                     
  Please send an e-mail to the Student Support Division, gak.kei@jim.titech.ac.jp.  
The subject must be ‘Inquiry about KDDI Foundation (Student ID)’, and the text must contain their 
student ID number and name.   
 
(4) Deadline 

July 16 (Fri.) 2021. 
 
(5) Note 
The result will be announced from mid January to the beginning of February, 2022. 
You cannot apply for another scholarship until the result it announced. 

mailto:gak.kei@jim.titech.ac.jp


<対象国籍 / Target Nationalities＞ 
 
・アジア地域/Asia  (インド/India、インドネシア/Indonesia、カンボジア/Cambodia、 
スリランカ/Sri Lanka、タイ/Thailand、ネパール/Nepal、パキスタン/Pakistan、 
バングラデッシュ/Bangladesh、東ティモール/East Timor、フィリピン/Philippines、ブータン/Bhutan、
ブルネイ/Brunei、ベトナム/Vietnam、マレーシア/Malaysia、ミャンマー/Myanmar、 
モルディブ/Maldives、モンゴル/Mongolia、ラオス/Laos) 
 
・中東地域/Middle East (アフガニスタン/Afghanistan、アラブ首長国連邦/UAE、イエメン/Yemen、
イスラエル/Israel、イラク/Iraq、イラン/Iran、オマーン/Oman、カタール/Qatar、クウェート/Kuwait、
サウジアラビア/Saudi Arabia、シリア/Syria、トルコ/Turkey、バーレーン/Bahrain、ヨルダン/Jordan、
レバノン/Lebanon、パレスチナ/ Palestine) 
 
・太平洋州地域/Pacific States （キリバス/Kiribati、クック諸島/Cook Islands、サモア/Samoa、 
ソロモン諸島/Solomon Islands、ツバル/Tuvalu、トンガ/Tonga、ナウル/Nauru、ニウエ/Niue、 
バヌアツ/Vanuatu、パプアニューギニア/Papua New Guinea、パラオ/Palau、フィジー/Fiji、 
マーシャル/Marshall Islands、ミクロネシア/Micronesia） 
 
・欧州地域/Europe (アゼルバイジャン/Azerbaijan、アルバニア/Albania、アルメニア/Armenia、 
アンドラ/Andorra、ウクライナ/Ukraine、ウズベキスタン/Uzbekistan、エストニア/Estonia、 
カザフスタン/Kazakhstan、キプロス/Cyprus、ギリシャ/Greece、キリギス/Kirghiz、 
クロアチア/Croatia、コソボ/Kosovo、ジョージア/Georgia、スロバキア/Slovakia、スロベニア/Slovenia、
セルビア/Servia、タジキスタン/Tajikistan、チェコ/Czech、トルクメニスタン/Turkmenistan、 
ハンガリー/Hungary、ブルガリア/Bulgaria、ベラルーシ/ Belarus、ポーランド/Poland、 
ボスニア・ヘルツェゴビナ/Bosnia and Herzegovina 、北マケドニア/ North Macedonia、マルタ/Malta、
モルドバ/Moldova、モンテネグロ/Montenegro、ラトビア/Latvia、リトアニア/Lithuania、 
ルーマニア/Romania） 
 
・アフリカ地域全諸国 / All countries in Africa 
 
・中南米地域全諸国/  All Latin American countries  
 

http://eow.alc.co.jp/search?q=Kazakhstan&ref=awlj
http://eow.alc.co.jp/search?q=Kirghiz&ref=awlj
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