
2022年度法政大学指定国留学生奨学金募集要項 

 

法政大学は法政大学指定国留学生奨学金受給者を､下記とおり、募集する｡  

 

記 

 

1. 目的 

本奨学金はブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピ

ン、シンガポール、タイ、ベトナムのいずれかの国からの優秀な外国人留学生の受入れを促進する

ことを目的とする。 

 

2.応募者及び受給者の条件  

（1）ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピン、シン

ガポール、タイ、ベトナムのいずれかの国籍を有する者 

（2）在留資格「留学」を有する者又は在留資格「留学」を申請中の者 

（3）2022年4月又は2022年9月学部入学者（編入学含む） 

 

3. 給付金額  

 300,000円 

 

4. 募集人数 

10名程度 

 

5. 応募受付期間 

2022年9月（予定） 

 

6. 応募方法 

応募受付期間開始後、グローバル教育センターのホームページより応募受付 

 

7. 選考結果発表および支給時期 

（1）選考結果は10月下旬発表（予定） 

（2）支給時期は、春入学者は11月に全額を支給する。秋入学者は11月、翌年6月に分割して支給 

する。 

 

7. 選考結果発表および支給時期 

（1）選考結果は10月下旬発表（予定） 

（2）支給時期は、春入学者は11月に全額を支給する。秋入学者は11月、翌年6月に分割して 

支給する。 



8.取消について 

本奨学生が次の各号に該当すると認められた場合は，グローバル教育センター会議を経て，総長 

は，奨学金の支給を停止又は取り消すことができる。 

（1）提出した書類の内容に虚偽があったとき。 

（2）休学又は退学したとき若しくは除籍となったとき。 

（3）著しい学業振又は性行不良により学業継続の見込みがないとき。 

（4）採用年度に譴責，停学，退学のいずれかの懲戒処分を受けたとき。 

（5）本奨学金を必要としない事由が生じたとき。 

（6）その他本奨学生として適当でないと認められたとき。 

 

9.返還について 

本奨学生が前項の定めにより，奨学金の支給を取り消された場合は，本学は，支給した奨学金の返

還を求めることができる。 

 

10.注意事項 

本奨学金の採用者は、併給が不可となっている学内奨学金とは併給は認められません。 

（例）・成績最優秀者特別奨学金 

   ・成績優秀者奨学金  

    ・新・法政大学１００周年記念奨学金 

   ・法政大学生活支援奨学金 

   ・法政大学国際交流基金（ＨＩＦ）外国人学部留学生奨学金 

 

なお、大学外の外部の奨学金との併給は原則、可です。（ただし、併給先が不可であるある場合は除く） 

 

以上 



Application Guidelines for Scholarship of International students from Designated-Country 

by Hosei University in 2022 

2022年度法政大学指定国留学生奨学金募集要項 

 

Hosei University is accepting applications of scholarship as it is below. 

 

1. Objectives 

This scholarship promotes acceptances of international students who highly achieve on 

academic and who are from any one of these countries, Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, 

Malaysia, Myanmar, the Philippines, Singapore, Thailand, or Vietnam. 

 

2. Eligibility and availability 

1) Nationality: Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, the Philippines, 

Singapore, Thailand, or Vietnam 

2) Status of residence: Student or 

Has been applied as Student 

3) Year of enrollment: Entering in April, 2022 or in September, 2022 including transferred 

students 

 

3. Scholarship amounts 

300000 yen 

 

4. Number of recipients 

Approximately 10 

 

5. Application period 

Scheduled in September, 2022 

 

6. Application 

During application period, candidates can apply on a Web-site of Global Education Center, 

Hosei University. 

 

7. Announcement and payment period 

1) The results of acceptance should be informed in the end of October according to the 

schedule. 

2) All the payment should be held in November for students entering in spring semester.  

A half of the payment should be held in November for students entering in fall semester, 

and the rest should be paid in next June. 



8. Cancellation 

The university president may halt or cancel scholarship funding through a conference of 

the Global Education Center in case they are in the below situation. 

The recipients who: 

1) are found to have submitted falsified documents; 

2) take a leave of absence, withdraw, or expelled from the university; 

3) have serious issues in terms of study or behavior and no intention of continuing to 

study; 

4) are imposed on disciplinary punishment for a reprimand, suspension, or withdrawal in 

the year of acceptance; 

5) no longer require this scholarship funding; or  

6) are approved as ineligible for scholarship funding by any other reasons. 

 

9. Repay 

If scholarship funding is withdrawn for any of the above reasons, the relevant student 

may be required to repay scholarship amounts already provided. 

 

10. Note 

Acceptant of this scholarship cannot have another scholarship which is unable to be held 

concurrently with other scholarships.  

Examples: 

・成績最優秀者特別奨学金 Highly Academic Achievements Special Scholarship 

・成績優秀者奨学金 Highly Academic Achievements Scholarship 

・新・法政大学１００周年記念奨学金 New Hosei University Centennial Scholarship 

・法政大学生活支援奨学金 Hosei Life Support Scholarship 

・法政大学国際交流基金（ＨＩＦ）外国人学部留学生奨学金 

Hosei International Fund (HIF) International Undergraduate Student Scholarship 

 

External foundations that provide scholarships can be accepted if there is not a note that 

the scholarship cannot be held by concurrently with other scholarship. 


