
事前・事後研修参加費 

 

派遣留学生には、事前・事後研修参加のための国内旅費の一部を支給します。派遣留学生の在籍

高等学校等が所在する都道府県（または支庁）に応じて参加費を定額支給します。 

 

会場 高等学校等が所在する都道府県または支庁 支援内容 

札
幌
市 

渡島支庁，釧路支庁，宗谷支庁，網走支庁，檜山支庁，根室支庁 15,000円 

十勝支庁，日高支庁 10,000円 

上川支庁，胆振支庁，空知支庁，留萌支庁 5,000円 

石狩支庁，後志支庁 0円 

仙
台
市 

秋田県，青森県 15,000円 

岩手県 5,000円 

山形県，福島県 2,000円 

宮城県 0円 

東
京
都
特
別
区 

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，新潟県，富山県，石川県，岐阜県，愛知県，三重県，滋賀県 15,000円 

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 

名
古
屋
市 

長野県 10,000円 

静岡県 5,000円 

三重県 2,000円 

愛知県，岐阜県 0円 

大
阪
市 

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，和歌山県 2,000円 

京都府，大阪府，兵庫県，奈良県 0円 
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会場 高等学校等が所在する都道府県または支庁 支援内容 

岡
山
市 

愛媛県，山口県 10,000円 

鳥取県，島根県，広島県，徳島県，高知県 5,000円 

香川県 2,000円 

岡山県 0円 

福
岡
市 

沖縄県 50,000円 

宮崎県 15,000円 

大分県，鹿児島県 10,000円 

長崎県，熊本県 5,000円 

佐賀県 2,000円 

福岡県 0円 

 

 

 

 

  



奨学金の内訳 

（機構第二種奨学金に掲げる家計基準を満たす生徒用） 

 

派遣留学生には、募集要項に定める「留学期間」及び留学先地域に応じた奨学金を支給します。なお、

支給にあたっては、受入先での活動期間や留学先機関等に対する授業料相当額の支払いの有無を確認し

ます。留学先地域の区分については「別紙３」を参照してください。（詳細については、採用決定後に送

付する「事務手続きの手引き」にて通知します。） 

※姉妹校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、

授業料相当額は支給しません。 

 

１．アカデミック（テイクオフ） 
 

(1)北米、欧州、中近東

（一部の国を除く） 

(2)大洋州、中南米、ア

フリカ、(1)の除外国 
(3)アジア 

¥360,000 ¥320,000 ¥240,000 

上表には、授業料相当額・現地活動費・往復渡航費が含まれています。 

 

２．アカデミック（ショート）、プロフェッショナル、スポーツ・芸術、国際ボランティア 
 

留学先地域 

留学期間 

(1)北米、欧州、中近東

（一部の国を除く） 

(2)大洋州、中南米、ア

フリカ、(1)の除外国 
(3)アジア 

14 日以上 29 日以下 ¥450,000 ¥400,000 ¥300,000 

30 日以上 43 日以下 ¥640,000 ¥540,000 ¥400,000 

44 日以上 57 日以下 ¥710,000 ¥620,000 ¥470,000 

58 日以上 71 日以下 ¥780,000 ¥700,000 ¥540,000 

72 日以上 85 日以下 ¥850,000 ¥780,000 ¥610,000 

86 日以上 99 日以下 ¥920,000 ¥860,000 ¥680,000 

100 日以上 106 日以下 ¥955,000 ¥890,000 ¥715,000 

上表には、授業料相当額・現地活動費・往復渡航費が含まれています。 

 

３．アカデミック（ロング） 

（１）授業料 

留学先機関における授業料相当額（学費・登録料） \300,000 

 

（２）現地活動費（月額） 

(1)北米、欧州、中近東 

（一部の国を除く） 

(2)大洋州、中南米、ア

フリカ、(1)の除外国 
(3)アジア 

¥140,000 ¥120,000 ¥100,000 

 ※留学期間中は毎月、現地活動費を支給しますが、その月の留学日数が 15 日未満になる場合は、現地

活動費を支給しません。 

 

（３）往復渡航費 

アジア  ¥100,000 

上記以外  ¥200,000  

別紙２－１ 



奨学金の内訳 

（機構第二種奨学金に掲げる家計基準を超える生徒用） 

 

派遣留学生には、募集要項に定める「留学期間」及び留学先地域に応じた奨学金を支給します。なお、

支給にあたっては、受入先での活動期間や留学先機関等に対する授業料相当額の支払いの有無を確認し

ます。留学先地域の区分については「別紙３」を参照してください。（詳細については、採用決定後に送

付する「事務手続きの手引き」にて通知します。） 

※姉妹校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、

授業料相当額は支給しません。 

 

１．アカデミック（テイクオフ） 
 

(1)北米、欧州、中近東

（一部の国を除く） 

(2)大洋州、中南米、ア

フリカ、(1)の除外国 
(3)アジア 

¥216,000 ¥192,000 ¥144,000 

上表には、授業料相当額・現地活動費・往復渡航費が含まれています。 

 

２．アカデミック（ショート）、プロフェッショナル、スポーツ・芸術、国際ボランティア 
 

留学先地域 

留学期間 

(1)北米、欧州、中近東

（一部の国を除く） 

(2)大洋州、中南米、ア

フリカ、(1)の除外国 
(3)アジア 

14 日以上 29 日以下 ¥270,000 ¥240,000 ¥180,000 

30 日以上 43 日以下 ¥384,000 ¥324,000 ¥240,000 

44 日以上 57 日以下 ¥426,000 ¥372,000 ¥282,000 

58 日以上 71 日以下 ¥468,000 ¥420,000 ¥324,000 

72 日以上 85 日以下 ¥510,000 ¥468,000 ¥366,000 

86 日以上 99 日以下 ¥552,000 ¥516,000 ¥408,000 

100 日以上 106 日以下 ¥573,000 ¥534,000 ¥429,000 

上表には、授業料相当額・現地活動費・往復渡航費が含まれています。 

 

３．アカデミック（ロング） 

（１）授業料 

留学先機関における授業料相当額（学費・登録料） \180,000 

 

（２）現地活動費（月額） 

(1)北米、欧州、中近東 

（一部の国を除く） 

(2)大洋州、中南米、ア

フリカ、(1)の除外国 
(3)アジア 

¥84,000 ¥72,000 ¥60,000 

 ※留学期間中は毎月、現地活動費を支給しますが、その月の留学日数が 15 日未満になる場合は、現地

活動費を支給しません。 

 

（３）往復渡航費 

アジア   ¥60,000 

上記以外  ¥120,000  

別紙２－２ 



 

留学先地域の区分 

 

 

地域区分 主な国・地域 

(1) 

北米 

欧州 

中近東 

（一部の国を除く） 

アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、イギリス、イスラエル、イタリア、 
オランダ、オーストリア、カナダ、クウェート、サウジアラビア、 
スイス、スペイン、デンマーク、ドイツ、フランス、ベルギー 
 
※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、

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 
 

(2) 

大洋州 

中南米 

アフリカ 

（１）の除外国 

アルゼンチン、ウズベキスタン、エジプト、オーストラリア、ケニア、 
コートジボワール、チェコ、ニュージーランド、ハンガリー、ブラジル、 
ブルガリア、ペルー、南アフリカ、メキシコ、ロシア 

(3) アジア 

アフガニスタン、インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、

スリランカ、タイ、台湾、大韓民国、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 

 

 

別紙３ 


