令和２年度北海道外国人留学生国際交流支援（助成金支給）事業について
北海道国際交流・協力総合センター（HIECC）が 20２０年度の助成金支給事業の募集を行
っています。帯広畜産大学からは１０名の推薦となります。
助成金支給期間及び支給額
支給期間：20２０年 4 月～202１年 3 月
助 成 額： 50,000 円（一括支給）
（１）受給資格
ア.

20２０年 5 月 1 日現在、帯広畜産大学に在籍している大学院生または研究生（修
士課程修了者）で、かつ、202１年 3 月まで引き続き在籍予定であること

イ.

他の奨学金及びこれに類する金銭給付を受給していない者（「学びの継続」のための
『学生支援緊急給付金』
、道内の市町村が支給する奨学金、学内の奨学金およびこれ
に類する金銭給付は除く。
）

ウ.

学業・人物ともに優秀で、助成金を受ける事により留学成果の向上が図れると在籍
する大学院の長が認める者

エ.

「留学生サポーター」として登録し北海道内の市町村が実施する国際交流イベント等
に積極的に参加する意欲のある者

（２）受給者基準
ア． 地域の国際交流事業に積極的に参加している者
イ． 自国と北海道の親善、相互理解の促進に活躍が期待される者
ウ． 北海道の文化、歴史等に興味を持ち、北海道に対する理解を深めるための活動を行っ
ている者.
エ． 「留学生サポーター」として、在学中及び帰国後も北海道の国際化に貢献できる者
※留学生サポーター制度とは
HIECC にサポーターとして登録した後は次のような事項を依頼します。
【在学中】
・HIECC や市町村が行う国際交流イベント等への参加（旅費、宿泊費等は主催者負担）
・各種調査への回答
【帰国後】
・北海道や北海道国際交流・協力総合センターの PR
・北海道国際交流・協力総合センターへの情報提供
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（３）提出書類
-

令和２年度北海道外国人留学生助成金支給申請書

-

留学生サポーター申込書

-

振込先口座の通帳コピー

-

在留カードのコピー（両面）

-

成績表 (前年度)

提出先
学生支援課留学生係
提出期限
20２０年７月１７日（金）1６: 00 まで （期日厳守）
注意：申請書の記入及び提出書類に不備がある場合は受付できませんので、提出前によくご
確認ください。
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Hokkaido International Exchange and Cooperation Center
International Exchange Support Grant

Hokkaido International Exchange and Cooperation Center (HIECC) is offering a grant for
2020 academic year. 10 students will be recommended from Obihiro University.

Duration of Scholarship and Grant
Duration: 2020 April to 2021 March
Amount: 50,000 yen (Only for one time)

(1) Eligibility
In order to be eligible, you must
a) Be a graduate student or a research student who has a master’s degree as of May 2020,
and have a plan to study until 2021 March in Obihiro University.
b) Not received other scholarships and similar financial benefits (exception: Student
Emergency Support Grant, scholarships provided by municipalities in Hokkaido or
Obihiro University)
c) Have a good achievement in your study and recognized to be able to improve your study
result by receiving the grant
d) Be ready to register in “International Student Supporter” and willing to participate the
events organized by cities and towns in Hokkaido actively.

(2) Selection Criteria
a) Have an active involvement in local cultural exchange events.
b) Be interested in promoting mutual understanding and friendship between Japan and
your county.
c) Be interested in culture and history of Hokkaido, and try to deepen the understanding of
Hokkaido.
d) Be able to contribute to the internationalization of Hokkaido as an “International Student
Supporter” while studying in Japan and after returning to your country.
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※What is International Student Supporter?
You will be asked to be involve in the following activities after you register as a supporter
of HIECC.
【While studying at OUAVM】
・Participation in international exchange events held by HIECC or municipalities. (Organizer
will be responsible for transportation and accommodation expenses)
・Answers to various surveys
【After going back to your country】
・Promoting Hokkaido and Hokkaido International Exchange and Cooperation Center
・Providing miscellaneous information to Hokkaido International Exchange and Cooperation
Center.

(3) Required Documents
・Application form (Japanese Only)
・Application form for International Student Supporter (Japanese Only)
・Copy of your bank book
・Copy of your residence card (Both Side)
・Academic Transcript (Previous Year)
Place to submit
Student Services Section
International Student Office

Deadline
2020.7.17 (Fri.) 16:00 (Late submission is not accepted)

Note
Please check the required documents carefully before submission. Incomplete forms will not
be kept into consideration.
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