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平成 28 年度前期（第 4 期）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～推薦候補者募集要項 
 

１． 応募資格・条件 
（１）本学の学部及び大学院に在学する正規生で、人物・学業成績が優秀で志操堅実かつ健康であり、

明確な留学の目的を有する者 
（２）日本国籍を有する者又は日本への永住が許可されている者 
（３）平成 28 年 4 月 1 日現在の年齢が 30 歳以下である者 
（４）本制度で実施する事前・事後研修及び留学生ネットワークに参加する者 
（５）平成 28 年 4 月 1 日から平成 28 年 10 月 31 日までの間に留学を開始する者 
（６）28 日以上 2 年以内（3 か月以上推奨（「海外初チャレンジ応援枠」は除く））留学する者 
（７）留学先における受入れ機関が存在している留学計画 
（８）本学が教育上有益な学習活動として留学を許可し、留学先機関が受入を許可する留学計画 
（９）留学の目的に沿った実践活動を行う留学計画 
   ※語学留学のみの計画は、支援の対象になりません 
（１０）原則として、日本学生支援機構の第二種奨学金に掲げる家計基準を満たす者 
（１１）留学に必要な査証を確実に取得し得る者 
（１２）留学終了後、本学に戻り学業を継続する者又は学位を取得する者 
（１３）インターンシップ等での報酬や他団体等から留学のための奨学金を受ける場合は、その平均

月額が、本制度による奨学金の支給月額を超えない者 
（１４）本制度の第 1～3 期派遣留学生でない者 
 
※他団体からの奨学金と併給を希望する場合、奨学金支給団体によっては、他の奨学金との併給を

認めない場合があるので、併給を受けようとする奨学金支給団体に確認すること。 
※日本学生支援機構が実施する海外留学支援制度（協定派遣）との併給はできません。 

 
２．支援の内容 
  奨学金、留学準備金及び授業料が支給される。 
（１）奨学金：月額 12～20 万円（日本学生支援機構第二種奨学金に掲げる家計基準を満たす場合。

留学先地域による。） 
       月額 10 万円（日本学生支援機構第二種奨学金に掲げる家計基準を超える場合。留学

先地域を問わず一律。） 
（２）留学準備金 ①事前・事後研修参加費（国内旅費の一部。ただし、会場が関西の場合は支給無

し。）、②往復渡航費の一部（アジア地域：10 万円、その他地域：20 万円。） 
（３）授業料（1 年以内の留学：上限 30 万円。1 年を超える留学：上限 60 万円。） 

 
支援予定人数：500 名（全国での計画人数）  
自然科学系、複合・融合系人材コース  ：220 名 
新興国コース             ： 80 名 
世界トップレベル大学等コース     ：100 名 
多様人材コース            ：100 名 
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３．応募方法及び応募期限 

次のとおり提出すること。(下記（３）については本学 HP、KOAN 掲示板からダウンロードす

ること。） 
 （１）平成 28 年度前期（第 4 期）官民協働海外留学支援制留学計画書（様式１）の Excel 

データ（必須） 
  ※要写真データ貼付 

（２）自由記述申請書の PDF データ（必須） 
   ※A4 タテ 2 枚以内 
（３）留学先機関の受入れ許可証等、留学計画の実現性を証明できる文書等の PDF データ（任意） 
   ※日本語、英語以外の言語で記載されている場合は、機関名や受入れ期間等、受入許可に係

る部分に日本語の訳文をつけること。 
   ※実践活動先（受入機関名）や実践活動内容の詳細よりも、応募動機や将来のビジョン、留

学のミッションに沿った実践活動内容（テーマ、目的、期間等）になっているかどうかが

重視される。 
   ※留学先機関と折衝を行っていることを証明できる文書、メール交信等を提出すること。必

須ではないが、あれば実現可能性という観点で評価される。 
（４）家計基準確認票の Excel データ（必須） 
   ※記入要領を参考にすること。 

 （５）家計基準確認書類の PDF データ（必須） 
    ※学部生の場合は父母双方（無職の場合でも）の所得関係書類。大学院生の場合は、本人

及び配偶者の所得関係書類。 
    ※源泉徴収票の写し、確定申告書（第一表と第二表）（控）の写し（税務署の受付印があ 

るもの）、所得証明書（市町村発行）の写しまたは（非）課税証明書（所得がない場合）

（市町村発行）の写し。詳細は別紙「家計基準確認書類について」を参考にすること。 
  ※書類は全て A4 サイズ、フォントサイズ 11 とすること 
 

提出期限：平成２７年１０月８日（木）１７時 
作成データ送付先：exchangeou@gmail.com（学生交流推進課） 
※メールの件名は「日本代表プログラム 学籍番号 氏名」とすること。例 「日本代表プロ

グラム 12A34567 阪大太朗」 
※ファイルの名前にも「学籍番号 氏名」を入れること。例 「家計基準確認票 12A34567 

阪大太朗」 
※上記（１）～（３）のデータ容量を 2MB 以内とすること。 

 
留学計画相談：留学計画について、教員が個別に相談を受け付けます（平成 27 年 9 月 30 日（水）

15 時～17 時 於 吹田キャンパス IC ホール Room 6）。詳細は KOAN 掲示

板に掲載します。希望者は必ず記入済みの申請書類一式を持参すること。 
 
申請書類等相談：家計基準、申請書の書き方等について、学生交流推進課（吹田キャンパス IC

ホール 1 階）にて事前に相談を受け付けます。希望者は必ず記入済みの申請
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書類一式を持参すること。可能な限り平成 27 年 9 月 28 日（月）～10 月 2 日

（金）9～17 時（12～13 時除く）に学生交流推進課に来ること。 
 
４．申請書類の提出から支援までの流れ 

応募学生作成書類の提出期限  ：平成 27 年 10 月 8 日（木）17 時 
書面審査（一次審査）     ：平成 27 年 11 月中旬～12 月中旬 
書面審査結果の通知      ：平成 27 年 12 月下旬 
面接審査（二次審査）     ：平成 28 年 1 月 16 日（土）、17 日（日） 
採否結果の通知        ：平成 28 年 2 月上旬 
事前研修           ：平成 28 年 3 月上旬～中旬、6 月中旬 
支援の開始          ：平成 28 年 4 月 1 日（金） 

 
５．支援対象者の選考における審査の観点 
（１）求める人材 
   「平成 28 年度前期（第 4 期）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～募集要項」の「３．求める人材像」で示された人材であること。 
（２）学修・実践活動計画 
  １）学修・実践活動の目的、達成目標 

①明確な目的、達成目標の設定 
②達成目標の適切性 
③申請コースの適切性 

  ２）学修・実践活動の内容（計画の妥当性） 
   ①学修・実践活動の目的、達成目標との整合性、妥当性 
   ②学習の成果及びその測定方法 
  ３）実践的な取り組み 
  ４）学修・実践活動の発展性 
  ５）留学計画の実現可能性 
 
６．その他 
  「平成 28 年度前期（第 4 期）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～募集要項」や本制度のウェブサイトを参照すること。 
  https://tobitate.jasso.go.jp/ 
 
７．本件問い合わせ先 
  教育推進部学生交流推進課学生交流推進係 
  exchangeou@gmail.com 

https://tobitate.jasso.go.jp/
mailto:exchangeou@gmail.com
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家計基準確認書類について 
 

１． 学部生 
（１）書類提出対象者：父母が共にいる場合は父母両方、 

いずれか一方しかいない場合は当該の父又は母のみ、 
父母いずれもいない場合は父母に代わって申込者の生計を維持する方 

 
（２）提出書類： 
    給与所得者：源泉徴収票の写し（平成 26 年分） 
    給与所得以外：確定申告を持参、郵送で行った場合･･･確定申告書（第一表と第二表）（控）

の写し(税務署の受付印があるもの)（平成 26 年分） 
※税務署の受付印がないものは、加えて市区町村発行の「所得証明書」ま

たは「納税証明書」が必要（平成 26 年分） 
            確定申告を電子申告により行った場合･･･申告内容確認票の写し（受信

通知または即日通知を添付）（平成 26 年分） 
    無職無収入：所得証明書または（非）課税証明書（平成 26 年分）（市区町村発行） 
          ※合計所得金額「０（ゼロ）」と記載されたもの 
          ※専業主婦等の場合も必ず所得証明書または（非）課税証明書を提出する 
           こと 
    年金受給者：源泉徴収票の写し（平成 26 年分）または年金振込通知書の写しまたは年金

額改定通知書の写し（日本年金機構等より交付） 
    生活保護者：生活保護決定（変更）通知書の写し（住所地の市区町村福祉事務所より交付） 
    雇用保険基本手当（失業給付）受給者：雇用保険受給資格者証の写し（ハローワークより

交付） 
    児童扶養手当・児童手当等の公的手当受給者：受給金額が記載された通知書の写し（役場

等より交付） 
    祖父母（又は親戚等）からの援助金や離婚慰謝料（養育費含む）受給者： 

援助の年額の証明（様式自由。援助者作成。要捺印。） 
   

  ※「市民税・県民税申告書（控）」は、確定申告書（控）と同様に扱う 
    ※「市民税・県民税特別徴収税額の通知書」、「納税証明書」は証明書として認めない 
 
２．大学院生 
（１）書類提出対象者：本人および配偶者  
 
（２）提出書類： 
    給与所得者：源泉徴収票の写し（平成 26 年分） 
    給与所得以外：確定申告を持参、郵送で行った場合･･･確定申告書（第一表と第二表）（控） 

の写し(税務署の受付印があるもの)（平成 26 年分） 
※税務署の受付印がないものは、加えて市区町村発行の「所得証明書」ま

たは「納税証明書」が必要（平成 26 年分） 
            確定申告を電子申告により行った場合･･･申告内容確認票の写し（受信

通知または即日通知を添付）（平成 26 年分） 
    アルバイト収入：アルバイト先の収入証明書 
    奨学金等受給者：奨学生採用決定通知、奨学金受給額を証明する書類の写し 
    父母からの援助金：援助の年額の証明（様式自由。援助者作成。要捺印。） 
 
    ※複数に該当する場合は全ての証拠書類を提出すること 


