
JASSO 学習奨励費 特別追加採用について 

 
新型コロナウイルス感染症の影響等による経済的理由により、修学が困難である留学生が多数い
ることから、日本学生支援機構（JASSO）は学習奨励費の特別追加採用を実施いたします。 
 
  【給付月額】 48,000 円（月額） 
   【給付期間】 2021 年 1 月（１カ月分） 
           ※振込は 2 月 16 日予定。 

   ※こちらの特別採用は 1 カ月分の支給のみです。ご注意ください。 

１．応募資格・条件 
 学習奨励費は国費外国人留学生及び外国政府の派遣する留学生以外の「私費外国人留学生」を対
象とした奨学金のため、国費や CSC、日本台湾交流協会、LPDP などの奨学金を受給中の方は申
請することが出来ません。 
 
 ≪JASSO が定める推薦の条件≫  

 学業、人物ともに優れ、経済的理由により修学が困難であり、以下の①から⑨の条件を満た
す者。 

 ① 2019 年度の成績評価係数（2020 年 4 月入学の場合は 2020 年前期の成績評価係数）が
2.30 以上であること  ※「成績評価係数の確認方法」参照 

 ② 語学能力の水準がつぎのいずれかに該当する者。 
  ・A.（日本語）日本語能力試験において N２レベル以上に合格  
  ・B.（日本語）日本留学試験の日本語科目の得点が 200 点以上 
  ・C. （英語）TOEFL iBT 72 点以上 
  ・D.（英語）IELTS 5.5 以上 
  ・E.（英語）TOEIC L& R 785 点以上 
  ・F.（英語）英語を主言語として学位を取得した 
    ・G. （日本語）日本語能力試験にて合格していないが、JLPT の N２相当以上の日本語能

力を有している 
    ・H.（英語）TOEFL、IELTS、TOEIC のスコアはないか、CEFR の B2 相当以上の英語能

力を有している 

   スコアの有効期限は設定しませんが、合格やスコアが確認できる書類の提出が必要です。
G または H を選択した場合、JLPT の N２相当以上または CEFR の B2 相当以上であること
を説明する文書を自分で作成し、提出していただきます。また、推薦学生選出の際、A～F
を選択した方が優先となります。 

https://www.titech.ac.jp/enrolled/news/pdf/gradecoefficient.pdf


 
 ③ 学習奨励費受給後に行われる進路状況調査に協力する意思を有する者であること。 

④ 仕送りが平均月額９０，０００円以下であること（入学料・授業料等は含まない）。 
⑤ 在日している扶養者の年収が５００万円未満であること。(日本に扶養者がいる場合のみ) 
⑥ 学習奨励費との併給を制限されている奨学金等の給付を受けている者ではないこと。  
⑦ 機構の海外留学支援制度による支援を受けている者ではないこと。 
⑧ ２０２０年４月１日時点で「留学」の在留資格を有している、又は申請中で日本国内に滞

在しており、１０月１日及び２０２１年１月５日時点、で「留学」の在留資格を有して日本
国内に滞在している者（在留資格「留学」の期間更新（延長）申請中の者を含む）。 

⑨ 現在既に学習奨励費を受給している者、または 10 月の特別追加採用者は申請不可。 
 
≪本学が定める推薦の条件≫ 

推薦が決定した場合、大学が指定する期間内（2021 年 1 月 4 日～8 日）に学生支援課（大
岡山またはすずかけ台キャンパス）で在籍確認のサインを行うこと。 
 

２．応募方法 
① 申請フォームより申請 
 受付期間 2020 年 12 月 1 日（火）～2020 年 12 月 10 日（木） 16：00 
 
② 審査結果は 12 月 25 日までにメールでお知らせする予定です。 

  推薦が決定した場合、大学が指定する期間内（1 月 4 日～8 日）に学生支援課（大岡山ま
たはすずかけ台キャンパス）で在籍確認のサインをする必要があります。 

 ※申請フォームからゆうちょ銀行通帳コピーをアップロードできなかった方は、在籍確認の
サインまでに学生支援課に提出して頂きます。応募時点でゆうちょ銀行の口座を持っていな
い場合は在籍確認のサイン時までに開設しておいてください。在籍確認時に通帳のコピーを
提出出来ない場合、学習奨励費への推薦は取り消しとなります。 

  



Additional Adoption for JASSO Honor’s Scholarship 

 
Since there are many international students who have difficulty studying due to financial reasons 
such as the effects of the COVID-19, the Japan Student Services Organization (JASSO) will 
implement a special additional recruitment for Honor’s Scholarship. 
 
  【Stipend】 48,000 yen（per month） 
   【Period】 January 2021  (One month)  *It will be paid on February 16th 

    ※The payment is only for one month. 

1. Qualifications / conditions  

 
The Honor’s Scholarship is for "privately funded foreign students" other than MEXT students or 
other foreign government sponsored scholarships, so those who receive these scholarships (CSC, 
Japan-Taiwan Exchange Association, LPDP, etc.) cannot apply. 
 
 ≪Recommendation conditions set by JASSO≫  

Those who have excellent academic ability and personality, who have difficulty studying due to 
financial reasons, and who meet the following conditions (1) to (9). 

 (1) The 成績評価係数（Grade Coefficient）for the 2019 academic year (for admission in April 
2020, the Grade Coefficient for the first half of 2020) must be 2.30 or higher. 

 *Please refer to “How to check the 成績評価係数（Grade Coefficient）” 
 (2) Those whose language proficiency level falls under any of the following. 

・A. (Japanese) Passed N2 level or higher in the Japanese Language Proficiency Test 
・B. (Japanese) The score of Japanese subjects of the Examination for Japanese University 

Admission for International Students is 200 points or more. 
・C. (English) TOEFL iBT 72 points or more 
・D. (English) IELTS 5.5 and above 
・E. (English) TOEIC L &amp; R 785 points or more 
・F. (English) Obtained a degree with English as the main language 
・G. (Japanese) Not passed N2 level or higher in the Japanese Language Proficiency Test but 

my Japanese ability is equivalent or higher than this level. 
・H. (English) No TOEFL,  IELTS or TOEIC score but my English ability is equivalent or 

higher than CEFR B2 level. 
 

https://www.titech.ac.jp/enrolled/news/pdf/gradecoefficient.pdf


The score does not have to been obtained between a specific period but we will require you 
to submit a document certifying your Japanese or English proficiency.  
If you select G or H, you will have to prepare a document to explain your language ability.   
Ones who select A, B, C, D, E or F will have the higher priority to be selected. 

 
 (3) Willing to cooperate in the course situation survey conducted after receiving the Honor’s 

Scholarship. 
(4) The average monthly remittance from your private funding source is 90,000 yen or less 

(admission fee, tuition fee, etc. are not included). 
(5) The annual income of dependents living in Japan is less than 5 million yen. 
(6) Those who are not receiving a scholarship that cannot be combined with other scholarships. 
(7) Those who are not supported by the overseas study support system of JASSO. 
(8) As of April 1, 2020, you had a status of residence of "College Student" and was staying in 

Japan. And also, as of October 1 and January 5, 2021, you have a status of residence of 
"College Student" and is in Japan.   

(9) Those who are already receiving the Honor’s Scholarship now or who have received the 
additional adoption this October cannot apply. 

 
≪Recommendation conditions set by Tokyo Tech≫ 

If you get selected, you have to sign the attendance confirmation at the Student Support 
Division between January 4 to 8, 2021. 
 

２．Application procedure 
① Apply by the Web form 
 Application period December 1 to December 10, 2020 16：00 
 
② The result will be announced by email by December 25. 
 

If you get selected, you will have to sign for attendance confirmation at the Student Support 
Division (Ookayama or Suzukakedai Campus) between January 4th to 8th. 
  * If you are unable to upload a copy of your Japan Post Bank passbook from the application 
form, please submit it to the Student Support Division when you sign for attendance. If you do not 
have a Japan Post Bank account by this time, your recommendation will be canceled  
 


