
伝統医学分野 ICCR アユッシュ奨学金 
ICCR - Offer of Scholarships under academic year 2020-21 AYUSH Scholarship Scheme 

 
インドで インド伝統医療 (ヨガ、アーユルベーダ、ホメオパシー、ユナニ、シッダ)を
学びたいと考えている 日本人の皆様に重要なお知らせです。 
Important Information for Japanese students wish to 
Study TraditionalMedicine (Yoga, Ayurveda, Homeopathy, Unani & Siddha) in India. 
 
 
1. Indian Council of Cultural Relations (ICCR) has invited applications for AYUSH scholarships 
under the following schemes for studying undergraduate, post graduate and Ph.D courses 
related to yoga, Ayurveda, Siddha and Homoeopathy in lndian universities/institutes/colleges. 
インド文化関係審議会(ICCR) では、インドの学術機関に留学し、ヨガやアーユルヴェ

ーダ、シッダ、ホメオパシー関連の専攻で学士号・修士号・博士号取得を検討してい

る外国人学生向け、AYUSH 奨学金への申し込みを受け付けています。 
 
 
2. The applicant will have to apply for the scholarship online on the ICCR portal 
[ http://a2ascholarships.iccr.gov.in/ ]. 
奨学金に応募するには、ポータルサイトからの申し込みと、英語力テスト及び面接の

受験申し込みが必要です。 
The last date of submission of application online on the portal is 31 July 2020 (Friday). 
ポータルサイトからの応募締切日は 2020 年 7 月 31 日です。 
 
ポータルサイト提出書類  

• 健康診断書（Certificate of Physical Fitness） 
• 学歴証明書 
• 成績証明書 （必須として物理、科学、生物の単位を取得した者） 
• 推薦書（もしあれば） 

 
3. Scholarship guidelines are available at ICCR portal 
link http://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/ayush_latest%20guidelines%20&%20fi
nancial%20norms.pdf. Other details too can also be seen at the portal. 
応 募 要 項 は 、 ICCR ポ ー タ ル サ イ ト で ご 確 認 い た だ け ま す ：

http://a2ascholarships.iccr.gov.in/assets/site/docs/ayush_latest%20guidelines%20&%20financ
ial%20norms.pdf 
また、応募要項以外の詳細情報についてもポータルサイトでご覧いただけます。 
 
4. It may be noted that those students who apply online will have to pass the English ability 
test and interview, which is scheduled to be conducted in first week of August, 2020 in the 
Embassy. Thus, those students who apply online for the scholarship and wish to appear in the 



English ability test and interview must send the soft copy of the application form neatly typed 
out along with the required documents in PDF format by 31 July 2020 to Prof. Siddharth 
Singh,Director (VCC) Embassy of India, Tokyo at e-mail ID [dirvcc.tokyo@mea.gov.in] CC: 
[edu.tokyo@mea.gov.in]. After scrutinizing the application form and the documents sent by e-
mail in the PDF format, the student will be called for the English ability test and interview in 
first week of August, 2020. 
英語力テストと面接は、8 月初旬に在日インド大使館で実施します。受験には 2020 年

7 月 31 日までに、応募書類（上記ポータルで作成した申請書）を、Word または PDF
書式で下記の担当者宛にメールで送付してください。提出書類の審査後、英語力テス

トと面接の連絡があります。 
宛先： Prof. Siddharth Singh,Director (VCC) , Embassy of India, Tokyo  
メ ー ル ア ド レ ス ：   dirvcc.tokyo@mea.gov.in & edu.tokyo@mea.gov.in   
(上記メールアドレスの両方に送信してください） 
 


