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■GLOBALLERS スカラシップ内容 

採用人数：1 名 

給付内容：・1 年間 上限 500 万円、3 年間で上限 1500 万円を給付予定(渡航費、入学金含む) 

・給付期間は高等学校入学から卒業までの 3 年間予定 

     ・返済不要の給付型奨学金 

※内定者が普通高校に合格した段階で、奨学生として正式採用します。 

※状況によって、プログラム期間が変動する可能性があります。 

※在学の中途に自己の都合又は学則処分によって学籍を失った場合、奨学生としての資格はな

くなります。 

 ※制度の詳細や運営方法につきましては、現在実行委員会にて検討中ですので、今後変更や見

直しの可能性があります。 

 

 


