
奨学金名称 募集時期 対象 金額 応募方法 URL

1
ロータリー米山記念奨
学金

8月頃

受給時の学年が学部3・4年、博
士前期1・2年、博士後期2・3年
の者。
財団の活動への参加、レポート
提出等の義務を果たすことが出
来る者。

学部生：月額10万円
大学院生：月額14万円

大学を通じて応
募

http://www.rotary-
yoneyama.or.jp/

2
渥美国際交流財団奨学
金

９月１日から９月３
０日まで

・大学院博士課程に在籍し、奨
学金支給期間に博士号を取得
する見込みのある方。
・他国の大学院より博士号を取
得する場合は、渥美奨学金の終
了後１年以内に博士号を取得す
る見込みのある方。

月額２０万円

大学を通じて応
募

http://www.aisf.or.j
p/jp/

3
佐藤陽国際奨学財団奨
学金

春：毎年11月頃～
（要確認）
秋：毎年5月頃～

ASEAN諸国及び南西アジア諸
国の国籍を有し、学部又は大学
院に在籍する私費留学生で、財
団の交流会への出席等の所定
の条件を満たす者

学部：月額15万円
大学院生：月額18万円

大学を通じて応
募

http://sisf.or.jp/ja/

4
長谷川留学生奨学財団
奨学金

10月頃

都内の私立・国公立大学に在籍
し、学長又は学部長の推薦を得
ており、受給期間が1年以上とな
るアジア各国からの留学生。

学部生：月額8万円
大学院生：月額10万円 大学を通じて応

募
http://www.hasega
wa-zaidan.or.jp/

5 平和中島財団奨学金 9月頃

受給時に応募時と同じ大学の正
規課程に在籍予定の私費留学
生。（過去に同財団の奨学金を
受給していた者、最短修業年限
を超えている者は対象にならな
い。）

学部生：月額10万円
大学院生：月額10万円

大学を通じて応
募

http://www.hnf.jp/

6
共立国際交流奨学財団
奨学金

11月頃

アジア国籍の私費外国人留学
生で受給開始時の所属課程の
残存在籍期間が最低2年以上の
者。（学部生は該当者がいない
場合1年以上でも応募可）

学部生：月額10万円または
月額6万円
大学院生：月額10万円 大学を通じて応

募
http://www.kif.tw/

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/
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7 朝鮮奨学会奨学金 3月頃

学部生、大学院の正規課程に
在籍している韓国人・朝鮮人学
生

学部生：月額2.5万円
大学院生（修士）：月額4万
円
大学院生（修士）：月額7万
円

留学ビザの学
生は大学を通じ
て応募
特別永住者の
学生は個人応
募

http://www.korean-
s-f.or.jp/

8
伊藤国際教育交流財団
外国人奨学金

10月頃

日本の大学院（修士課程）に１
年生で在籍する予定の方（専攻
分野不問）。受給開始日におい
て、年齢２９歳以下が望ましい。
在日している者。

大学院生（修士）：月額18万
円

個人応募
http://www.itofound
.or.jp/scholarship-
oc

9
CWAJ海外留学大学院
女子奨学金 (SA
program)

10月頃

奨学金支給期間中に日本の大
学院に学位取得を目的に在籍し
ている女性。

200万円

個人応募
http://www.itofound
.or.jp/scholarship-
oc

10
東華教育文化交流財団
私費中国人留学生奨学
金

11月頃

日本の大学学部３年生以上もし
くは大学院に在（入）学する私費
中国人留学生（台湾、香港、マ
カオ出身者を含む。）

学部生：月額10万円
大学院生：月額10万円

個人応募
http://www.donghu
a.or.jp/index.html

11
公益財団法人とうきゅう
留学生奨学財団　奨学
金

9月頃

日本の大学院に正規学生（研究
生およびオーバードクターは含
まない）として在籍している者。

大学院生：月額18万円
他に国内学会出席旅費等
を支給

個人応募
http://www.ifsa.jp/i
ndex.php?shogakuki
n1

12
日本台湾交流協会奨学
金留学生

7月頃

日本の大学院の修士課程、専
門職学位課程、または博士課程
に正規生として進学又は在学す
る、学業成績が優秀な台湾から
の外国人留学生

修士課程・専門職学位課
程：月額14.4万円
博士課程：月額14.5万円
※別途地域加算・授業料・
帰国旅費支給あり

個人応募
https://www.koryu.
or.jp/ez3_contents.n
sf/Top

13
本庄国際奨学財団外国
人留学生（大学院生）奨
学金

9月頃

大学院の修士課程、専博士課
程に正規生として進学又は在学
する外国人留学生で、修了後母
国で仕事をする意思のある者

月額20万円を2年間
月額18万円を3年間
月額15万円を4～5年間
上記から選択可

個人応募
http://hisf.or.jp/sch
-f/

14
高久国際奨学財団外国
人奨学生

9月頃

受給期間に博士課程に在籍し、
経済的援助が必要と認められる
学生。月例会・月次レポートが
必須。

月額20万円を2年間
月額18万円を3年間
月額15万円を4～5年間
上記から選択可

個人応募
http://www.takaku-
foundation.com/

http://www.itofound.or.jp/scholarship-oc
http://www.itofound.or.jp/scholarship-oc
http://www.itofound.or.jp/scholarship-oc
http://www.itofound.or.jp/scholarship-oc
http://www.itofound.or.jp/scholarship-oc
http://www.itofound.or.jp/scholarship-oc
http://www.donghua.or.jp/index.html
http://www.donghua.or.jp/index.html
https://www.koryu.or.jp/ez3_contents.nsf/Top
https://www.koryu.or.jp/ez3_contents.nsf/Top
https://www.koryu.or.jp/ez3_contents.nsf/Top
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15
日本中国友好協会　丹
羽宇一郎奨学金

9月頃

中国国籍を有し、日本の大学院
に正規学生として在籍する私費
留学生。研究分野は社会科学
系に限る。

月額7万円

個人応募
http://j-
cfa.com/scholarship
/

16
似鳥国際奨学財団
外国人留学生対象奨学
金

8月頃

日本の大学・大学院に正規生と
して在籍または在籍予定の私費
外国人留学生

月額11万円
（合格者のうち特に優秀な
ものは15万円）

個人応募
http://www.nitori-
shougakuzaidan.co
m/

17
大塚利美育英奨学財団
奨学金

4月頃

大学又は大学院の正規課程に
在学し、人の健康に深く関連す
る分野（医学、薬学、生物学、栄
養学、体育学、工学等。）及び経
営学（経営学の基盤ができてい
ない発展途上国出身の留学生
については「国際関係学分野」
も対象に含む）の研究をしてい
る者(ただし学部1、2年生は応募
不可）

年額200万、150万、100万
（財団の評価により金額決
定）

個人応募
http://www.otsukaf
oundation.org/index
.html

18 ウシオ財団 4月頃

中国籍、留学ビザを有し大学院
の正規課程に在籍する私費留
学生。

月額12万円（最短修業年限
の終期まで）

個人応募

http://cctvdf.com/j
/index.php?option=c
om_content&view=a
rticle&id=300

19

RASA－アジアの農村と
連帯する会 (Rural Asia
Solidarity Association)
－在日アジア人留学生
への研究補助

3月頃

日本の大学・大学院またはそれ
に準ずる教育機関で学んでいる
アジア諸国からの留学生（ただ
し国費留学生を除く）のうち、以
下のいずれかに該当する者）
1)　年齢が満30歳以上
2)　研究生、大学日本語別科生
3)　難民

年額10万円

個人応募

http://www7b.biglob
e.ne.jp/~rasa/assist
ance/introduction.h
tm

20
一般社団法人教育文化
振興実践桜会 国際交
流基金

3月頃

 大学・大学院に在籍する女子
留学生（研究生を除く）、交流
会、レポート提出、桜会行事（ 1
回）を履行できるもの

月額4万円

個人応募
http://www.j-
sakura.org/contents
/society/ief.htm
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21 戸部眞紀財団奨学金 2月頃

30才以下で、化学、食品科学、
芸術学、体育学／スポーツ科
学、経営学の分野で修学してい
る者。留学生は私費留学生の
み。

月額5万円（他の奨学金と
併給の場合は半額）

個人応募
http://www.tobe-
maki.or.jp/scholarsh
ip/

22
富士ゼロックス小林基
金研究助成

1月頃

アジア、大洋州諸国・地域から
来日中の留学生で、大学院博
士課程（前期博士課程など修士
課程相当を除く）在籍者、または
大学院博士課程を修了し、博士
号取得のために継続して在籍し
ている者。

1件当たり120万円を限度

個人応募

https://www.fujixer
ox.co.jp/company/s
ocial/next/foundati
on/prog.html

23
（公財）インナートリップ
国際交流協会

3月頃

1.首都圏在住の留学生である
者。
2.東南アジア及び中南米諸国・
地域の国籍を有する者。
3.学部生は３年次以上に在籍
し、大学院生は修士・博士課程
に在籍する者。学部生は３０歳
まで、大学院生は３５歳まで。
4.他の月額５万円を超える奨学
金を受けていない者。
5.学長、及びこれに準ずる者（理
事長等代表者）の推薦がある
者。
6.心身ともに健康で、学業成績
が優秀であるなど、人格識見と
もに優れている者。

月額5万円

大学を通じて応
募

http://www.itf.or.jp/
students-recruit

24
東京YMCA「留学生の
母親」運動奨学金

5月頃
学部1、２年生。年間36万円を超
える他の奨学金との併給不可

月額3万円
個人応募

http://www.tokyo.y
wca.or.jp/peace/ryu
gakusei/

25
JEES日本語教育普及
奨学金（日能）

3～5月

正規生として日本の大学に在留
資格「留学」で在籍し、日本語指
導者を目指す者。N1で170点以
上の成績を修めている者。

月額5万円

大学を通じて応
募

http://www.jees.or.j
p/foundation/jlpt-
scholarship.htm

http://www.tokyo.ywca.or.jp/peace/ryugakusei/
http://www.tokyo.ywca.or.jp/peace/ryugakusei/
http://www.tokyo.ywca.or.jp/peace/ryugakusei/
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26
JEES日本語教育普及
奨学金（検定）

3～5月

正規生として日本の大学に在留
資格「留学」で在籍し、日本語指
導者を目指す者。日本語教育能
力検定試験に合格している者。

月額5万円

大学を通じて応
募

http://www.jees.or.j
p/foundation/jltct-
scholarship.htm

http://www.jees.or.jp/foundation/jltct-scholarship.htm
http://www.jees.or.jp/foundation/jltct-scholarship.htm
http://www.jees.or.jp/foundation/jltct-scholarship.htm

