２０２０年度（令和２年度） 私費外国人留学生奨学金募集情報

更新日

2019/9/12

Scholarships for Privately Financed International Students （AY2020）
＊１時期、１学生、１奨学金希望届です。＊財団締切と申請締切は異なります。（大学で取りまとめ、書類作成の必要があるため）
cxd
対象

国籍・地域

支給金額/月

支給期間

国際課への希望届提
応募方法
出〆切

Language Students to be
Proficiency nominated

Qualifier

Designated Countries

Stipend/Month

Duration

Application Deadline How to Apply

日本語

―――

・博士後期課程/研究員
・2021年3月（秋入学は2021年9月）に博士号を取
得する見込みがある者
・関東地方在住

200,000円/月

1年間

9月2日（月）～9月30
全ての書類を直
・書類選考
日（月）
不要/個人応募 ・面接
接財団へ送付
17時財団必着

―――

・Doctoral Student/Researcher
・Anyone who is likely to get a doctoral degree by
March 2021(September 2021)
・Resident of Kanto region

1 year

17:00 September
30th (Mon)
Send to Foundation

奨学財団名

言語能力

Name of Foundation

(公財)渥美国際交流財団

No

推薦者枠

―――

奨学金希望の
奨学財団の選考方法 特記事項
事前登録
Pre-Registration
Screening Method of
Note
of Scholarship
Foundation
Application

詳細はこちらをクリック

1

Atsumi International Foundation

（公財）東急財団
（(旧）とうきゅう留学生奨学財団）

Japanese

日本語

―――

・修士課程（1990年4月1日以降出生の者）
・博士課程（1985年4月1日以降出生の者）

2

Tokyu Foundation（Formerly Tokyu
Foundation for Foreign Students）

（一財）高久国際奨学財団

Japanese

日本語

―――

・Master's Students（Those who were born on or
after April 1, 1990）
・Doctoral Student（Those who were born on or
after April 1, 1985）

―――

・博士課程（2020(令和2）年4月時点）
・東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城の大学在学
・日本語能力試験1級に準ずる会話力及び文章力
を有する学生

―――

・Doctoral Student (as of April 2020)
・Study at Tokyo, Kanagawa, Saitama , Chiba
,Ibaraki
・Student who have an ability of speaking and
writing that is the same degree of N1

―――

\200,000/month

韓国、中国、台湾、香港/ﾏｶ
ｵ、ﾓﾝｺﾞﾙ、ﾛｼｱ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ﾌﾞﾙﾈ
ｲ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾗｵｽ、ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ、ﾀ
ｲ、ﾏﾚｰｼｱ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ｲﾝﾄﾞﾈ
ｼｱ、ﾐｬﾝﾏｰ、ﾌﾞｰﾀﾝ、ﾈﾊﾟｰﾙ、
180,000円/月（院生）
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ、ｽﾘﾗﾝｶ、ｲﾝﾄﾞ、ﾓ
国内学会出席旅費等
ﾙﾃﾞｨﾌﾞ、ﾊﾟｷｽﾀﾝ、ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ、
ｱﾒﾘｶ、ｶﾅﾀﾞ、ｵｰｽﾄﾗﾘｱ、ﾆｭｰ
ｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ、ﾊﾟﾌﾟｱ･ﾆｭｰｷﾞﾆｱ、太
平洋上の諸島・諸国（ﾌｨｼﾞｰ、ﾄ
ﾝｶﾞ等）

South Korea, China, Taiwan,
Hong Kong / Macau,
Mongolia, Russia, the
Philippines, Brunei, Vietnam,
Laos, Cambodia, Thailand,
Malaysia, Singapore,
Indonesia, Myanmar, Bhutan,
Nepal, Bangladesh, Sri Lanka,
India, Maldives, Pakistan,
Afghanistan, the United
States, Canada, Australia,
New Zealand, Papua New
Guinea, Islands countries of
the Pacific Ocean(Fiji, Tonga,
etc.)

―――

2年以内

9月1日（日）～
9月30日（月）17時
財団必着

Send all
documents to
the Foundation
directly

Not Required

財団HP確認の
上、書類をダウ
ンロードし直接
財団へ郵送

不要/個人応募 ・面接（日本語）

Download from
HP and send all
the documents
Not Required
to the
Foundation
directly

・Document Screening
For details, read more
・Interview

・書類選考

\180,000/month
（Graduate）
Travel expences of
learned society in
Japan

within 2 years

17:00 September
30th (Mon)
No later than to
Foundation

70,000円/月

1年間

11月1日から11月30 全ての書類を直接
・書類選考
不要/個人応募 ・面接
日まで当日消印有効 財団へ送付

1 year

From November 1st
to 30th
must be sent
postmarked on or
before 30th
November

詳細はこちらをクリック

・Document Screening
・Interviews
For details, read more
（Japanese）

詳細はこちらをクリック

3

TAKAKU FOUNDATION

Japanese

高久国際奨学財団について

月例会（月１度土曜日）に必ず出席できること。

―――

\70,000/month

月末に月例通信として４００字レポート提出必須。 併給不可。

1

Send all
documents to the
Not Required
Foundation
directly

・Document Screening
For details,read more
・Interview

２０２０年度（令和２年度） 私費外国人留学生奨学金募集情報

更新日

2019/9/12

Scholarships for Privately Financed International Students （AY2020）
＊１時期、１学生、１奨学金希望届です。＊財団締切と申請締切は異なります。（大学で取りまとめ、書類作成の必要があるため）
cxd
対象

国籍・地域

支給金額/月

支給期間

国際課への希望届提
応募方法
出〆切

Qualifier

Designated Countries

Stipend/Month

Duration

Application Deadline How to Apply

日本語

・4名
（南大沢・日野キャ
ンパス）
※同一教員からの
2名以上の推薦は
できない

・学部3,4年生
・博士前期課程1，2年生
・博士後期課程2，3年生
（2020年4月1日時点）
・45歳未満（1975年4月1日以降に生まれた者）
・過去にロータリー米山記念奨学金を受給した者
は不可

4カ国
※応募者がいない場合は変
更あり

100,000円/月（学部）
140,000円/月（院生）

1年半～2年間
（ただし、課程の
E-mailで奨学金希
必要
9月20日（金）am9:00
最終学年の者は
望届を提出
半年～1年間）

・書類選考
・面接

Japanese

・4 people（MinamiOsawa ・Hino
Campus）
※One academic
adviser cannot
recommend 2 and
more students.

・3rd and 4th Year (Undergraduate)
・1st and 2nd Year(Master's Students)
・2nd and 3rd Year(Doctoral Student)
\100,000/month
3 countries
(as of April 1st 2020)
（Undergraduate）
※Might be changed if there is
・Under 45 Years (Those who were born on or after
\140,000/month
no applicant
April 1, 1975)
（Graduate）
・Anyone who was receiving the Rotary Yoneyama
Memorial Scholarship in the past cannot apply

2 years or 1and
half year
(However, those
September
of final year of
20th(Fri)am9:00
the course is a
half year or 1
year)

・Document Screening
Please Check Below
・Interview

奨学財団名

言語能力

Name of Foundation

Language Students to be
Proficiency nominated

No

（公財）ロータリー米山記念奨学会
2750地区（南大沢・日野キャンパス）

Rotary Yoneyama Memorial
Foundation
District 2750 (Minami-Osawa
Campus)
4

ロータリー米山奨学会について
ＷＥＢ申込締切は１０／１５

財団の求める人物像は右記参照

（公財）日本台湾交流協会

推薦者枠

・A person who has a desire to play as a bridge between Japan and your home countries
and deepen exchanges as a scholarship student of Yoneyama and alumni in the future.
・Anyone who has the ability to communicate sufficiently in Japanese language.
・Anyone who understand the Rotary activities, and participate in
the Rotary various work proactively.
・Required a recommendation from the academic adviser upon success of nomination

6 （公財）平和中島財団

Japanese

日本語

―――

144,000円/月（修士課
程）
145,000円/月（博士課 修了までの最短 10月25日（金）財団必 全ての書類を直接
不要/個人応募 ・書類選考
程）
修業時間
着（当日消印有効） 財団へ郵送
授業料（上限あり）
帰国旅費

―――

・Those who are enrolled as regular students in the
graduate school as of April 1st 2020
Taiwan
（Research student(at the moment) also can
apply.）
・Those who were born on or after April 2, 1985

\144,000/month
（Master's program ）
\145,000/month
minimum time of October 25th (Fri)
（Doctoral program）
study until
No later than to
Tuition（Upper limit has graduation
Foundation
been set）
Return trip expenses

・学部1名
・院生1名

・学部生、大学院生

―――

下記参照

被推薦者は９月末に先生の推薦状を含め
た応募書類すべてを国際課へ提出いただ
きます。

国際課留学生交流係に会報誌があります。
希望者は閲覧可能なのでお申し出ください。

・2020年4月1日現在において、大学院に正規生と
して在籍していること
台湾
（現時点で研究生でも、応募は可）
・1985年4月2日以降に出生した者

5

Japan Taiwan Interchange
Association, Japan

Submit a
scholarship
Required
application via email

＜下記が義務として課される予定＞
・毎月の例会（通常平日昼間／曜日確定／奨学金受領）の出席
・９月と２月の奨学生レポート提出
・各種行事の参加
など。
＜他奨学金と異なる点＞
・左記記載のロータリー設立理念、活動、行事に理解のある学生
・ロータリー会員との交流を円滑に行える学生
を、積極的に採用したい、とのこと。

・米山奨学生、学友として、将来にわたり、母国と日本の懸け橋、交流を深める意欲を有する者
・日本語能力があり意思疎通が十分にできる能力を有する者
・ロータリー活動を理解し、ロータリー諸業務に積極的に参加できる者
・推薦決定後に指導教員からの推薦が数日で必要

日本語

奨学金希望の
奨学財団の選考方法 特記事項
事前登録
Pre-Registration
Screening Method of
Note
of Scholarship
Foundation
Application

100,000円/月（学部）
100,000円/月（院生）

2

1年間

9月20日（金）am9:00

Send all
documents to the
Not Required
Foundation
directly

E-mailで奨学金希
必要
望届を提出

詳細はこちらをクリック

・Document Screening For details, read more

・書類選考

・最短修業年限を超える者は対象としな
い。
・過去にこの財団の奨学金を受給したこと
がある者は対象としない。
・推薦決定後に指導教員からの推薦が数
日で必要
・現課程及び前課程の成績証明書が必要

２０２０年度（令和２年度） 私費外国人留学生奨学金募集情報

更新日

2019/9/12

Scholarships for Privately Financed International Students （AY2020）
＊１時期、１学生、１奨学金希望届です。＊財団締切と申請締切は異なります。（大学で取りまとめ、書類作成の必要があるため）
cxd
国籍・地域

支給金額/月

支給期間

国際課への希望届提
応募方法
出〆切

Qualifier

Designated Countries

Stipend/Month

Duration

Application Deadline How to Apply

・スポーツの普及、振興、競技水準向上にかかわ
る学問・研究をしていること
（競技者でなくても応募可能）

―――

60万もしくは120万円/
件

1年

10月31日（水）
までに個人で応募

アジア諸国出身1
名
アジア諸国以外1
名

・大学院生（2020年4月1日時点）
・研究生不可
・満35歳未満（2020年4月1日時点）

インドネシア、カンボジア、シンガ
ポール、タイ、ネパール、バングラ
デシュ、フィリピン、ベトナム、マ
レーシア、ミャンマー、モンゴル、
韓国、台湾、中国、アラブ首長国
連邦、イスラエル、イラン、トル
コ、ヨルダン、レバノン、アルジェ
150,000円/月（23区）
リア、エジプト、エチオピア、ザン
ビア、スーダン、タンザニア、チュ 130,000円/月（その他）
ニジア、ナイジェリア、マラウイ、
モロッコ、南アフリカ共和国、南
スーダン共和国、アメリカ、カナ
ダ、コロンビア、ドミニカ、ブラジ
ル、ボリビア、その他欧州40か国
※詳細はお問合せください。

―――

・2019年9月時点で大学院に在籍している者。
・修士課程（1989年3月31日以降出生の者）
・博士課程（1984年3月31日以降出生の者）
※募集要項をよく確認してください

言語能力

Name of Foundation

Language Students to be
Proficiency nominated

No

7 (公財)ヤマハ発動機スポーツ振興財団 日本語

8

対象

奨学財団名

（公財）日本国際教育支援協会
【ＪＴグローバル奨学金】

日本語

推薦者枠

―――

―――

①200,000円/月
②180,000円/月
③150,000円/月

＜受付開始
2年以内
10月29日（火）～＞
（2年目は別途申
請手続きが必
11月5日（火）
要）
午前9:00

①1年～2年間
②3年間
③4年～5年間

WEBエントリー

奨学金希望の
奨学財団の選考方法 特記事項
事前登録
Pre-Registration
Screening Method of
Note
of Scholarship
Foundation
Application

不要/個人応募

E-mailで奨学金希
必要
望届を提出

・書類選考
・面接

詳細はこちらをクリック

・書類選考
・面接(2月上旬)

・推薦決定後に指導教員からの推薦が数
日で必要

奨学金WEB申請
システムより必要
事項を入力し、
10月31日までにWEB
・書類選考
PDFファイルをアッ 不要/個人応募
で応募
・面接（日本語）
プロードする。
Https://entry.hisf.
or.jp

（公財）本庄国際奨学財団

日本語

本庄国際奨学財団について

受給中TAやRA以外のアルバイト不可/ほぼ毎月面談/財団行事参加要/（卒業後すぐ帰国の必要はありませんが）将来母国での就職意志があるもの/同窓会に積極的に参加できる/日本語日常会話必須 と条件があります。

9

3

詳細はこちらをクリック

