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渡邉利三寄付奨学金の特徴

過去の奨学生の声

本奨学金は財政援助だけでなく、米日関係の様々な分野に貢献できる
次世代のリーダーを育成する為の投資でもあります。留学期間中、奨学
生が滞在している米国各地域で行われる米日カウンシル主催のイベント
や、リーダー育成事業などに参加できます。

• 奨学生は米日カウンシルの日米両国の、世代を越えた、ビジネス・
政府・市民社会で活躍するネットワークの一員となります

• 奨学生は、特別なリーダーシッププログラムに参加することができま
す
（例：渡邉リーダーシップ・ウィークエンド、米日カウンシル主催のア
ニュアル・カンファレンス等）

下記の写真は、2017年2月にロサンゼルスで行われた「リーダーシップ・
ウィークエンド」のものです。全米各地に留学中の2017年度の奨学生全
員が集まり、様々な専門家からリーダーシップについて学ぶ貴重な機会
となりました。 渡邉利三寄付奨学金

2017年2月にロサンゼルスで行われた『リーダーシップ・ウィークエン
ド』では、米国に留学中の他の奨学生と交流し、夢や情熱、留学の経験
について語ることができました。仲間との対話は、自分の将来について
別の角度から考え、米国に留学することの意味を熟考するよい機会とな
りました。「重要なのは、粘り強く自分の情熱を追求していくこと」という渡
邉氏の言葉は、特に印象に残りました。― 2016-17年 奨学生、マンハッ
タンビルカレッジ（ニューヨーク州）へ留学

これまで日本でしか生活をしてこなかった私は、自分の英語力にあ
まり自信がありませんでした。なので、間違えるのが怖くてカリフォルニア
の人々と話したり、関係を構築することがことができませんでした。私の
完璧でない英語で、みんなを困らせたくなかったので、留学当初は学校
の講義でもテニスの練習でも、とても静かでした。でも、私を受け入れて
くれるカリフォルニアの人々の温かさが、米国にいる時間を最大限活用
しなければもったいないということを気づかせてくれました。会話をした
いと意思表示をすると、皆優しく応対してくれ、私もより積極的になること
ができました。新しいことに挑戦する努力は報われ、失敗の経験からも
良い影響を受けました。―2016-17年 奨学生、カリフォルニア大学ロサ
ンゼルス校（カリフォルニア州）へ留学

米日カウンシルについて

米日カウンシルは、日米関係の強化に貢献すべく、太平洋両岸の多様
なリーダーを結集し、ステークホルダーとの交流の場を提供すると共に、
コミュニティと政財界にとって有益な課題に取り組む、教育的非営利団
体です。米日カウンシルは、国際的なネットワークを育み、様々な組織
や団体の協力のもとプログラムを展開し、メンバーが日米の当該パート
ナーと触れ合う場を設けます。米日カウンシルは2008年に設立され、ワ
シントンDCに本部を置き、カリフォルニア、ハワイと東京にスタッフを置
いています。

2012年には、TOMODACHIイニシアチブを支援するため、米日カウン
シル－ジャパンが設立されました。2013年には公益財団法人に認定さ
れた米日カウンシル－ジャパンは、東京を本部としています。

渡邉利三寄付奨学生について

お問い合わせ方法

本奨学金に関するお問い合わせは、下記メールアドレスまでお願いい
たします。

watanabescholarship@usjapancouncil.org

米国本部と東京事務所の担当者よりご回答申し上げます。
なお、お電話によるご質問は受け付けておりません。何卒ご了承くださ
い。

mailto:watanabescholarship@usjapancouncil.org


奨学金について

渡邉利三寄付奨学金は、1学期間または1年間の、米国または日本への
留学を希望する大学生・大学院生に給付される財政援助です。渡邉利
三財団の渡邉利三会長が米日カウンシルに寄贈した1,000万ドルの寛
大な寄付金を資金源とし、財政援助がなければ留学ができない学生に
奨学金を給付いたします。

本奨学金では、申請者が選択した交換留学プログラムの参加費用を最
大全額給付します。給付額は、申請者の経済状況および他の資格に基
づいて決定されます。

2017-18年のプログラムでは、米国留学を希望する日本人の大学生・大
学院生が奨学金の給付対象者となります。2018-19年には日本留学を
希望するアメリカ人大学生への支援も開始する予定です。下記の要件
を満たす方を対象とします。

1. 日本、または米国国籍を有する

2. 現在日本、または米国の総合大学・短期大学で優秀な成績を保持
している

3. 来年度に留学先の総合大学・短期大学で単位を取得する予定で
あるまたは所属大学に単位を換算することができる授業を履修する

4. 財政援助の必要性を証明できる

5. 母子／父子家庭の学生または両親と死別した学生（優遇）

応募資格 

応募方法

2017年9月1日～12月31日： 奨学金説明会（オンライン）

2017年9月中旬： 奨学金担当者が米国より来日、大学や留学
フェアにて説明会を開催

2018年1月1日： 募集開始（オンライン・アプリケーション）

2018年2月15日： 応募締切

2018年4月15日～30日： 一次審査通過者への結果通知

2018年5月1日～15日： 奨学生への結果通知

2018年6月5日： 奨学金受諾期日
奨学金支給開始

奨学金スケジュール

* 上記スケジュールは、奨学金募集期間の時期を示すためのものです。実際の日
時は今後変更となる可能性がございます。

よくあるご質問

大学院留学や学位の取得を目的とした留学（米国の大学に、学位取得
を目的として複数年にわたり在籍する場合）も応募は可能ですか。
はい、応募可能です。但し、本奨学金は最大１年間しか支給されませ
ん。翌年度の再応募は可能ですが、支給の保証がないことをご留意くだ
さい。

本奨学金には直接応募すべきなのでしょうか。在籍校からの推薦が必
要ですか。
学生本人が直接応募する必要があります。本奨学金の応募に、在籍校
からの推薦は不要です。大学の事務所などの第三者による応募は受け
付けておりませんので、必ず応募者自身が必要な書類をすべて締め切
りまでに提出してください。

本奨学金への応募は、すべて「オンライン・アプリケーション」を通して行
われます。下記の書類をウェブサイト上で提出してください。

詳細は、こちら http://ja.usjapancouncil.org/watanabe_scholarship
をご覧ください。

 ∙ 申請フォーム

 ∙ 志望動機書

 ∙ 英文履歴書 
 ∙ 推薦状

 ∙ 留学課担当者による証明書（テンプレートを提供します）

 ∙ 学資金援助課担当者による証明書  (テンプレートを提供します）

 ∙ 成績証明書 （任意）

本奨学金は、他の奨学金と併用可能ですか。
はい、可能です。但し、別途授与している奨学金が、金銭的に必要な学
資援助を満たしていない場合のみに限ります。

奨学金申請額が少なければ、給付される可能性は上がりますか。
奨学金申請額の規模は、給付の可能性とは無関係です。本奨学金は、
留学に際する全ての費用を支援することを目的としています。奨学金の
申請にあたっては、実際に留学に必要な額を明記してください。

その他のご質問は、ウェブサイト（http://ja.usjapancouncil.org/
watanabe_scholarship）にてご覧ください。

http://ja.usjapancouncil.org/watanabe_scholarship
http://ja.usjapancouncil.org/watanabe_scholarship
http://ja.usjapancouncil.org/watanabe_scholarship
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WHAT MAKES THE WATANABE SCHOLARSHIP 
UNIQUE?

QUOTES FROM SCHOLARS

The Watanabe Scholarship is more than just a scholarship. It is 
an investment in the development of future leaders who can 
contribute to the U.S.-Japan relationship from a variety of fields/
sectors. Throughout their year abroad, the scholars will be invited to 
participate in U.S.-Japan Council events in their host region as well 
as leadership training programming.

· Scholars are connected to the U.S.-Japan Council network
· Scholars participate in dedicated leadership development 

opportunities (e.g. Watanabe Leadership Weekend, U.S.-Japan 
Council Annual Conference, etc.)

Below are photos from the 2017 Watanabe Leadership Weekend in 
Los Angeles, where the 2016-17 scholars from all across the U.S. were 
brought together for a three-day, unique, one-of-a-kind, leadership 
training and development program. 渡邉利三寄付奨学金

“During the Leadership Weekend, I became really good friends with 
other scholars and we shared our passion and ideas for studying abroad in 
the United States, as well as future goals. Those discussions motivated me 
to think about my future from different perspectives and the meaning of 
studying in the United States. Mr. Watanabe’s words about “the importance 
of persistence and seeking what I am passionate and interested in” were 
especially impressive.” – 2016-17 Scholar, studied abroad at Manhattanville 
College (Purchase, NY)

“I grew up and lived in Japan my entire life until last year, and had little 
confidence in my English level. This sometimes prevented me from talking 
and building the relationship with people in California because I was afraid 
of making mistakes. At the beginning of the program, I was quiet during class 
discussions and tennis practices; I did not want to bother others with my 
imperfect English.  But the warmth and receptiveness of people in California 
opened my eyes to a realization that it’s really mottainai if I don’t take 
advantage of what I can do only in the United States.  When I tried to convey 
wanting to hold conversations, everyone was generous, which encouraged me 
to be more active. Trying new things were well worth the effort, and even 
if I failed, it had a good effect on me.” – 2016-17 Scholar, studied abroad at 
University of California, Los Angeles (Los Angeles, CA)

ABOUT THE U.S.-JAPAN COUNCIL 
The U.S.-Japan Council is a 501(c) 3 non-profit educational 
organization that contributes to strengthening U.S.-Japan relations 
by bringing together diverse leadership, engaging stakeholders 
and exploring issues that benefit communi ties, businesses and 
government entities on both sides of the Pacific. The Council 
cultivates an international network of members, and collaborates 
with other or ganizations and institutions to develop programs that 
allow members to engage with their counterparts in the United 
States and Japan. The Council promotes people-to-people relations 
as crucial to a strong U.S.-Japan relationship.

ABOUT THE SCHOLARS

CONTACT 
Members of the Watanabe Scholarship Team are located in both the 
Washington, DC Headquarters and Tokyo office of the U.S.-Japan 
Council. 

For all inquiries, email is preferred –  
watanabescholarship@usjapancouncil.org. 

No telephone inquiries please.

mailto:watanabescholarship%40usjapancouncil.org?subject=


ABOUT THE SCHOLARSHIP
The Toshizo Watanabe Endowed Scholarship Fund’s Toshizo 
Watanabe Study Abroad Scholarship provides financial assistance 
to undergraduates or graduate students for a semester or year-long 
study abroad program in either the United States or Japan. A generous 
endowment gift of $10 million from Mr. Toshizo (Tom) Watanabe 
to the U.S.-Japan Council makes it possible to award scholarships 
to students for whom study abroad would not be possible without 
financial support. 

The scholarship will support up to the full cost of attendance to the 
study abroad program of the applicant’s choice. The scholarship 
program grants awards to recipients in amounts determined by 
financial need and other qualifications.

Beginning in 2018, both American and Japanese students who are 
undertaking international study in either the United States or Japan 
will be eligible to apply for the Watanabe Scholarship. The scholarship 
will be awarded to applicants who meet the following criteria: 

1. Are U.S. or Japanese citizens
2. Currently in good academic standing at an accredited college or 

university in the U.S. or Japan 
3. Will be enrolled in a credit-bearing course of study at a college, 

university or approved academic center in the U.S. or Japan in 
the upcoming academic year.

4. Demonstrates financial need for international study (i.e. Without 
financial assistance or support, would not be able to study abroad) 

5. Preference will be given to applicants who have been raised by a 
single parent or who have lost both parents (i.e. orphan)

WHO IS ELIGIBLE?  

APPLICATION REQUIREMENTS

September 1- December 31, 2017： Virtual Information Sessions
Mid-September 2017： Watanabe Scholarship Representatives 

travel to Study Abroad Fairs and 
Universities (Japan)

January 1, 2018： Online Application Open
February 15, 2018： Application Deadline
April 15 - 30, 2018： Finalist Notification

May 1 - 15, 2018： Scholarship Decisions Announced
June 5, 2018： Scholarship Acceptance Deadline

Scholarship Disbursement Begins

SCHOLARSHIP TIMELINE

* The above schedule may be subject to change.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS 
Are graduate and degree-seeking students eligible for  
the scholarship? 
Yes, you are eligible to apply. However, please note the scholarship is 
only for a maximum of one year of support. If you receive it you may 
reapply for a second or third year, however there is no guarantee 
that you will be awarded it again. 

Do I apply for the scholarship directly or does my university in 
Japan have to nominate me? 
Each student must apply directly for the scholarship. University 
offices or staff are NOT permitted to submit documents/applications 
on behalf of their students for this scholarship. 

All students must complete an online-application using the 
scholarship portal. The following materials comprise the materials 
that must be submitted in appli cation for the scholarship. 
More info and FAQ help -  
http://www.usjapancouncil.org/watanabe_scholarship.

• Application Form
• Personal Statement Essay
• Resume
• Letter of Recommendation
• Study Abroad Advisor Certification Letter (template will be 

provided)
• Financial Aid Certification Letter (template will be provided)
• Academic Transcript (optional)

Can I combine the Watanabe Scholarship with other scholarships 
I may receive to support study abroad? 
Yes, you may combine other scholarships with the Watanabe 
scholarship up to the full cost of attendance for your study abroad. 

Does applying for less money increase my chances of receiving 
this scholarship? 
No it does not. The goal is to offer up-to full financial support 
to students for study abroad. You should apply for the amount  
you need.

For more information, please viset our webiste at  
http://usjapancouncil.org/watanabe_scholarship.

http://www.usjapancouncil.org/watanabe_scholarship
http://ja.usjapancouncil.org/watanabe_scholarship
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