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ワロニー・ブリュッセル 優秀奨学金 
IN WBI Excellence Scholarship

概要 プログラム概要 :
ワロニー・ブリュッセル優秀奨学金は、ワロン地域及びブ
リュッセル地域フランス語圏の大学が、海外の研究者を
博士研究課程あるいは博士研究相当の研究プログラム
として受け入れることを目的とする。

期間 :
→	博士研究長期奨学金（1年以上、1回のみ更新可能）
→	博士研究短期奨学金（1〜3ヶ月、更新不可)	

助成金の種類 : 研究助成金

対象となる学位 : 博士

研究領域 

特定領域（マーシャルプラン4.0に基づく競争力強化群）：
交通と物流、機械工学、生命科学、農産業、宇宙航空学、環境技術

以下の領域も可：
衛生学（生物医学及び薬学、運動科学、公衆衛生学、歯学、医学、獣医学）、科学
と技術（建築及び都市計画、科学、農学及び生物工学、工学・技術科学）、人文社
会科学（犯罪学、史学、美術史学及び考古学、情報とコミュニケーション、言語
学、文学及び翻訳学、哲学、
経済学及び経営学、法学、
社会政治学、社会心理学、
教育心理学、神学）



ワロニー・ブリュッセル 優秀奨学金 

応募締切日

支給額

応募方法

長期奨学金 :
滞在を希望する学年度の前年（遅くとも10月1日から）
の3月1日まで。

短期奨学金:
→	 	2月〜5月の滞在：学年度の前年の10月1日
→	 6月〜9月の滞在：学年度の前年の2月1日
→	 	10月〜1月（遅くとも11月1日から）の滞在：学年度の
前年の5月1日

→	 	月額2,120ユーロ：生活費、家賃、教材費、国内旅費を
カバー

→	 	Wallonie-Bruxelles	International	(WBI　ベルギー王
国フランス語共同体政府国際交流振興庁)	が国外旅
費を負担（プログラム期間中往復）

→	欧州域外の奨学生には、WBI	が「健康管理」保険を負担

→（	長期奨学金に限り）WBIが	「本国送還支援」保険を
負担以下のウェブサイトから「Call	for	applications	
InWBI」の申込書をダウンロードし、申込条件をよく読
むこと：	www.wbi.be/inwbi

応募書類はタイプ入力し、1つのPDFファイル（10MBま
で）にまとめた上で、プログラムの運営事務局へメール
で送付すること。

連絡先 :
WBI国際奨学金部門:
→	代表メール	:	bourses@wbi.be	
→	担当者：Hervé	GHESQUIERE,	h.ghesquiere@wbi.be

https://www.wbi.be/inwbi
mailto:bourses%40wbi.be?subject=
mailto:h.ghesquiere%40wbi.be?subject=


ベルギー国フランス語共同体奨学金 
French Community of Belgium Scholarship

概要 プログラム概要 :
本奨学金プログラムは、日本人学生がワロン地域及びブ
リュッセル地域フランス語圏での研究あるいは博士課程
の修了を可能とするものである。

期間 : 
1年

奨学金の種類 : 研究奨学金

対象となる学位 : 専門修士あるいは博士

研究領域 : 
ワロン地域及びブリュッセル地域フランス語圏における高等教育機関で教えら
れている全ての領域



ベルギー国フランス語共同体奨学金 

支給額

応募と選考

給付合計額 :
→	 	月額おおよそ1400ユーロ：生活費、家賃、国内への引
越し費用を補償

→	 		ベルギー王国フランス語共同体政府国際交流振興
庁(WBI)は、国外旅費（往復）と授業登録料を補償する

→	 	WBIは「医療及び民事責任」の保険を補償する

応募方法

応募者は以下を然るべく送付すること	:
→			ワロン地域及びブリュッセル地域フランス語圏指定
の当該奨学金応募フォームを在京ベルギー大使館
へ送付

→		日本語版応募フォームをJASSO（独立行政法人日本学
生支援機構）へ送付

フォーマットは在日ベルギー大使館の以下ウェブサイト
を参照:		
https://japan.diplomatie.belgium.be/en/scholarships-and-
business-training/scholarships-and-research 

JASSO（独立行政法人　日本学生支援機構）のサイト上
でも当該奨学金に関する情報を掲載:	
https://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/scholarship_foreign/
belgium/scholarship2021_be_consortium/

選考方法
筆記試験と口頭試問により合格者を選出。選考は在日ベ
ルギー大使館において行われる。

連絡先
WBI　国際奨学金担当者：
Anoula	KINNEN,	a.kinnen@wbi.be,	bourses@wbi.be 

駐日ベルギー大使館: 
tokyo@diplobel.fed.be

https://japan.diplomatie.belgium.be/en/scholarships-and-business-training/scholarships-and-research
https://japan.diplomatie.belgium.be/en/scholarships-and-business-training/scholarships-and-research
https://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/scholarship_foreign/belgium/scholarship2021_be_consortium/
https://ryugaku.jasso.go.jp/scholarship/scholarship_foreign/belgium/scholarship2021_be_consortium/
mailto:a.kinnen%40wbi.be?subject=
mailto:bourses%40wbi.be%20?subject=
mailto:tokyo%40diplobel.fed.be?subject=


ワロン地域及びブリュッセルフランス語圏における
高等教育機関奨学金に関するリンク集
French-speaking Belgian universities scholarships

概要 連絡先および詳細は以下を参照。

→ルーヴァン・カトリック大学	UCLouvain
-	留学生	、海外の博士課程とポスドク	:	
https://uclouvain.be/en/study/financing-your-studies.html
-	ポスドク専用奨学金	FSR	Incoming	postdoctoral	fellowships	:	
https://uclouvain.be/en/research/fsr-incoming-postdoctoral-
fellowship.html

→ブリュッセル自由大学	ULB
-	留学生	:	
https://www.ulb.be/en/mobility/incoming-mobility
-	海外の博士課程とポスドク	:	https://www.ulb.be/en/
international/researchers-and-phds-coming-to-ulb

→リエージュ大学	ULiège
-	留学生	:	https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9113349/
en/social-and-financial-support
-海外の博士課程とポスドク		:	https://www.recherche.uliege.be/
cms/c_9148919/en/financing

→モンス大学	UMons
-	留学生		、海外の博士課程とポスドク		:	
https://web.umons.ac.be/en/international/mobility-programmes/

→	ナミュール大学	UNamur
-	留学生	:	https://www.unamur.be/en/international/bourses	
-	海外の博士課程とポスドク	:	
https://www.unamur.be/en/research 

→	サン・ルイ大学	USaintLouis
-	留学生	:	https://www.usaintlouis.be/sl/971.html	
-	海外の博士課程とポスドク	:	https://www.usaintlouis.be/sl/762.html 
https://www.usaintlouis.be/sl/859.html	
-	ポスドク専用奨学金	"MOVE-IN	Louvain"	
https://www.usaintlouis.be/sl/1736.html

助成金の種類 : 奨学金及び研究助成金

対象となる学位 : 学位、修士、博士、	ポスドク

研究領域 : 全ての領域

https://uclouvain.be/en/study/financing-your-studies.html
https://uclouvain.be/en/research/fsr-incoming-postdoctoral-fellowship.html
https://uclouvain.be/en/research/fsr-incoming-postdoctoral-fellowship.html
https://www.ulb.be/en/mobility/incoming-mobility
https://www.ulb.be/en/international/researchers-and-phds-coming-to-ulb
https://www.ulb.be/en/international/researchers-and-phds-coming-to-ulb
https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9113349/en/social-and-financial-support
https://www.enseignement.uliege.be/cms/c_9113349/en/social-and-financial-support
https://www.recherche.uliege.be/cms/c_9148919/en/financing
https://www.recherche.uliege.be/cms/c_9148919/en/financing
https://web.umons.ac.be/en/international/mobility-programmes/
https://www.unamur.be/en/international/bourses
https://www.unamur.be/en/research
https://www.usaintlouis.be/sl/971.html
https://www.usaintlouis.be/sl/762.html
https://www.usaintlouis.be/sl/859.html
https://www.usaintlouis.be/sl/1736.html


ASEM-DUO モビリティプログラム 
ASEM-DUO GRANT

概要

支給額

応募について

→ プログラム概要 :
ASEM-DUO	交換プログラム奨学金は、日本とワロン地域及び
ブリュッセル地域フランス語圏間で教員あるいは研究者を対
象とした交換プログラムを実現するものである。すなわち、日本
とワロン地域及びブリュッセル地域フランス語圏の機関に属す
るそれぞれ1名の教員または研究者が相互の機関に出向くと
いうものである。

→ 期間 : 
最短3週間から最長2ヶ月	

資金援助合計額 :
「交換」プロジェクトに割り当てられる奨学金の合計額は、2人
の教員または研究者に対して5,000ユーロとなり、この合計額
は交通費と日当を含んだ金額となる。

→ 応募方法 : 
候補者は必要書類を用意の上、所属先の担当者に提出するこ
と（通常、国際関係担当が管轄している）。2名のパートナーそ
れぞれの応募書類は、ワロン地域及びブリュッセル地域フラン
ス語圏の機関によってARES（international@ares-ac.be）ヘ送られ
なければならない。また、書類はPDF形式で一つにまとめた上
で送ること。

→ 期日 :
応募書類は2月から4月に送付。

→ 連絡先 : international@ares-ac.be

奨学金の種類 :
2名の教員または研究者（日本と、ワロン地域及びブリュッセル地域フランス語
圏に属する）を対象にした交換奨学金

サイト : https://www.ares-ac.be/en/relations-internationales/asem-duo-grant

研究領域 :
全ての研究領域が対象。候補者同士は必ずしも同領域で活動する必要はない。

mailto:international%40ares-ac.be?subject=
mailto:international%40ares-ac.be?subject=
https://www.ares-ac.be/en/relations-internationales/asem-duo-grant


ヴルカヌス・イン・ヨーロッパ 
Vulcanus in Europe

概要

支給額

→ プログラム概要 :
“Vulcanus	in	Europe”	インターンシップ助成金プログラムによって、日本
人学生は7ヶ月間ワロン地域及びブリュッセル地域フランス語圏の企業
での受け入れを許可される。

→ 期間 :
1年		(	2021年４月から	2022年３月)	:	(1)	ヨーロッパに関するセミナー
（	政治と経済）	;	(2)	語学研修（4	ヵ月）	;	(3)	７ヶ月の企業インターンシップ

→			日欧産業協力センターがセミナー登録料と語学研修料、住居費を
負担する。

→			日欧産業協力センターは学生に対しおよそ5000ユーロの助成金を
付与し、セミナー及び語学研修中の旅費並びに生活費を負担する。

→			インターンシップ期間中は企業より報酬が月ごとに支給される。

支給機関
→			受け入れ先企業	;
→			日欧産業協力センター.

助成金の種類 : インターンシップ助成金

研究領域 :
当該インターンシップは研究と開発に関連したものであり、特に科学・工学分
野で活動している日本人学生を対象としている。目的は若い学生の産業界への
就業支援であるが、サービス部門や建築設計事務所も該当する。

ベルギー王国フランス語共同体政府国際交流振興庁 (WBI)

Céline	Mariage,	セリーヌ・マリアージュ
学術･文化交流日本担	
+81	80	4236	8933,	c.mariage@delwalbru.be	

Mie	Fujii,	藤井美恵　
プロジェクトマネジャー
+81	3	3262	0951,	m.fujii@awex-wallonia.com

連絡先

登録と応募 応募条件 :
→			国籍、要件	:	日本人の学生で少なくとも学部3年生以上。学業成績の
質と同様に、応募動機と適応能力も考慮される。

→			必要とされる学位	:	少なくとも学部3年生以上

登録／応募 :
応募方法	:	応募書類（8ページ目）を以下のサイトよりダウンロード：	
https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-europe

mailto:c.mariage%40delwalbru.be?subject=
mailto:m.fujii%40awex-wallonia.com?subject=
https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-europe

