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2021年 留学生のための 
奨学金

57%
の2020年秋期1年生の留学
生申請者に、

奨学金
を支給しました



留学生のための奨学金
マイアミ大学では、申請書を提出し、2021年秋期の正規入学要件を満たす新1年生の留学生を対象として4種類の奨学金を
用意しています。奨学金は利用可能性に基づいており、変更される可能性があります。

マイアミ大学は、教育および雇用に機会均等を実践する教育機関です。
大学コミュニケーション・マーケティング部門作成  1.5K/10/20

最高レベルのこの奨学金は、21世紀のリーダーとなる最も
優秀な学生に、授業料および諸経費、寮費と食費をカバー
する4年間の更新可能な奨学金に加え、前例のない特別な大
学経験を提供します。その他の給付金には、5,000ドルの学

習補助金や、学長フェロー向けの特別プログラムがありま
す。マイアミ大学で条件が最も厳しい奨学金であるPFPを
希望する学生は、12月1日までに入学申請をし、PFP追加申
請を提出しなければなりません。

優れた留学生の申請者を対象とした成績ベースの奨学金
は、年間2,000ドルから16,000ドルの範囲で支給されます。
支給額は、学業成績、英語能力スコア、その他申請時にマ

イアミ大学が受領した要素により決定されます。別途奨学
金申請は必要ありません。

マイアミ大学は、2021年秋期までにマイアミ大学オックス
フォードキャンパスに正規の学生として入学された、要件
を満たし入学申請をした高校生を対象として、成績優秀者
奨学金の支給を保証します。奨学金の支給を受けるには、

期限までに申請を行い、下記の最低学業成績基準を満たし
ていなければなりません。支給額は、学業成績、英語能力
スコア、その他申請時にマイアミ大学が受領した要素によ
り決定されます。別途奨学金申請は必要ありません。

#YouAreWelcomeHere奨学金は、異文化理解を向上させるビ
ジョンを持つ有望な留学生を評価するものです。本プログ
ラムの参加校として、マイアミ大学は授業料の50％以上を

カバーする更新可能な奨学金を毎年2名の学生に支給しま
す。#YouAreWelcomeHere奨学金は別途申請が必要です。

#YouAreWelcomeHere奨学金 
申請期限 – 2020年12月1日

大学成績優秀者奨学金  
申請期限 優先選考 - 2020年12月1日

国際教育奨学金 
申請期限優先選考 - 2020年12月1日

学長フェロープログラム(PFP) 
申請期限 – 2020年12月1日 

高校GPA* 非居住者年間金額**

3.95+ 21,000ドルから
授業料全額まで

3.75～3.94 16,000ドルから20,000ドルまで

3.60～3.74 11,000ドルから15,000ドルまで

3.50～3.59 5,000ドルから10,000ドルまで

*    マイアミ大学は、上記の成績優秀者奨学金について、米国の教育制度外で教育を受けたすべての留学生の申請者について、米国の評価方式に基づく
同等のGPAを4.0スケールで計算します。米国の高校に在籍する留学生（または米国の高校のカリキュラムと評価方式に従う学生）の場合、マイア
ミ大学は、米国の他の学校の学生と同様にGPAを再計算します。留学生向けの奨学金に関する詳細情報については、MiamiOH.edu/admission/
internationalをご覧ください。

** 奨学金は、更新要件を満たす限り、最高4年間更新可能です。
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