
SET YOUR GOALS HIGH!難民高等教育プログラム
Refugee Higher Education Program

な ん み ん こ う と う き ょ う い く ぷ ろ ぐ ら む

日本の8つの大学が実施するUNHCR難民高等教育プログラム
（UNHCR Refugee Higher Education Program - RHEP）は、

 ・日本に住む難民のみなさんが
 ・奨学金を受けながら
 ・日本の4年制大学で就学できるようにサポートする

プログラムです。

UNHCR難民高等教育プログラムは、社会経済的な理由で、日本の大学に通うことが困難な人のための奨学金

制度です。奨学金には、授業料などの学費が含まれます。大学によっては、学生生活のために毎月の援助がある

場合もあります。

このプログラムは、パートナー大学との協働により、国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）駐日事務所と、

UNHCRの活動を支える公式支援窓口である、特定非営利活動法人国連UNHCR協会が運営しています。

※日本語：日本語で学位を取得する人、英語：英語で学位を取得する人
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現在、このプログラムのパートナー大学は、8校です。

 大学名 キャンパスの場所 募集人数

 関西学院大学 兵庫県西宮市・三田市 3人（日本語 2人、英語 1人）

 青山学院大学 東京都渋谷区・神奈川県相模原市 1人（日本語）

 明治大学 東京都千代田区・杉並区・中野区・神奈川県川崎市 2人（日本語か英語）

 津田塾大学 東京都小平市 1人（日本語、女性）

 創価大学 東京都八王子市 1人（日本語）

 上智大学 東京都千代田区 1人（日本語か英語）

 明治学院大学 東京都港区、神奈川県横浜市 1人（日本語か英語）

 聖心女子大学 東京都渋谷区 1人（日本語、女性）



2018年4月入学を希望する人

2017年6月28日から2017年8月4日まで

2018年度募集要項は6月末より  http://rhep.japanforunhcr.org  で公開予定です。

1.　日本政府による難民または難民と同じような立場の在留資格の証明

2.　成績証明書　（学校教育を12年間終えたか、終える予定であることの証明）

3.　家計が困難な経済的状況であることを説明する書類（確定申告など）

4.　日本語で勉強する場合は日本語検定のＮ1程度、英語は国連英検A級程度の語学力の証明

5.　「日本留学試験」の成績通知書※（学部にあった学力を確認するために必要なので、希望する学部によって受

験する科目が違います。）

6.　願書・証明写真・推薦状など

※難民高等教育プログラムに応募する際には、出願者全員に日本留学試験の成績通知書の提出が必要です。日

本留学試験は、日本学生支援機構が実施する試験で、毎年決められた時期に試験が実施されています。事前に日

本学生支援機構のホームページなどで試験日を確認し、難民高等教育プログラムへの出願に間に合うように受験

申し込みをしてください。

（日本学生支援機構のホームページ http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/eju/index.html）

質問がある人は、こちらの問い合わせ先へ

UNHCR難民高等教育プログラム事務局（国連UNHCR協会気付）　電話：03-4366-7373

2018年度募集選考のながれ（予定）

 1） 募集要項公開 2017年6月下旬

 2） 募集期間 2017年6月28月（水）～2017年8月4日（金）

 3） 書類選考 2017年8月上旬

 
4） 筆記試験

 2017年8月19日（土）または20日（日）
  会場は関東と関西の可能性あり（語学と小論文のテスト）

 5) 面接 2017年8月26日（土）場所はUNHCR/国連UNHCR協会事務所（東京）

 6) 推薦決定 2017年8月下旬

 7) 最終決定 2017年10月～12月上旬（予定）　受け入れ大学が決定*

 *大学による選考は、大学によって時期が異なります

募集期間

応募するのに必要なもの



Refugee Higher 
Education Program

UNHCR-Refugee Higher Education Program (RHEP) is a program implemented by eight 
universities in Japan which supports

 refugees who live in Japan, 
to complete a four-year undergraduate degree program, 

through scholarships from the universities.
The aim of the program is to provide access to higher education for refugees in Japan who would otherwise 

have dif�culty completing a four-year undergraduate degree program. The students’ tuition fees and other study 

expenses will be funded by the universities. At the discretion of the universities, additional scholarship stipends 

may be paid to the students on a monthly basis.

The program is coordinated by UNHCR in Japan and Japan for UNHCR.

The following universities provide English degree program for candidates with sufficient language 
skills for pursuing a degree in English;

SET YOUR GOALS HIGH!
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Kwansei Gakuin University School of International Studies

Meiji University School of Global Japanese Studies

Sophia University Faculty of Liberal Arts

Meiji Gakuin University Department of Global and Transcultural Studies

*Japanese degree program: for applicants who aim to complete the degree in Japanese
*English degree program: for applicants who aim to complete the degree in English

Current partner universities are as follows;
 Universities Campus Number of openings

Kwansei Gakuin University Nishinomiya-shi and Mita-shi, Hyog 3 positions (Japanese degree program 2, English degree program 1)

Aoyama Gakuin University Shibuya-ku, Tokyo and
Sagamihara-shi, Kanagawa

1 positions (Japanese degree program)

Meiji University Chiyoda-ku, Suginami-ku, Nakano-ku 
Tokyo and Kawasaki-shi, Kanagawa

1 positions (Japanese degree program)

Tsuda University Kodaira-shi, Tokyo 1 position (Female candidates only, Japanese degree program)

Soka University Hachioji-shi, Tokyo 1 position (Japanese degree program)

Sophia University Chiyoda-ku, Tokyo 1 position (Japanese or English degree program)

Meiji Gakuin University Minato-ku, Tokyo and 
Yokohama-shi, Kanagawa

1 position (Japanese or English degree program)

University of the Sacred Heart, 
Tokyo

Shibuya-ku, Tokyo 1 position (Female candidates only, Japanese degree program)



For the 2018 program (for those who would like to enter university in April 2018),

the application period is from 28th June, 2017 to 4th August, 2017.

Please see the detail information for application 2018 at http://rhep.japanforunhcr.org/en

1. Of�cial documents which certify the applicants are recognized by the Japanese authorities as a refugee or as 

having a refugee-like status with a residency permit;

2. Academic transcript which certi�es either successful completion or expected completion of a twelve-year 

course of formal education by March of the admission year, in Japan or in another country;

3. Identi�cation of household �nances which certify that the applicants have �nancial dif�culties and have no 

other means of support for university studies;

4. Of�cial documents which certify that the applicant has suf�cient Japanese or English language ability to 

complete a four-year undergraduate degree program.

5. Results of the Examination for Japanese University Admission for International Students (EJU). (Results must 

be from a test taken within 3 years of the application deadline. The required exam subjects differ depending 

on the universities and their academic programs);

6. RHEP application form, photo, letter of recommendation among others. Please �nd the RHEP application 

guideline for further information

Contact Information

Secretariat of UNHCR Refugee Higher Education Program (c/o Japan for UNHCR)  Tel: 03-4366-7373

Selection Process for academic year 2018

 1） Applications open The end of June

 2） Applications period From 28th June, 2017 to 4th August, 2017

 3） Written Exam 19th or 20th August, 2017 (language and essay)

 4) Interview 26th August, 2017 (in Tokyo)

 5) Results announce The beginning of September

 6) Selection process of From the middle of September to the beginning of December
     partner universities

Application for the 2018 program

Required documents


