
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 2020/4/2

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）

奨学財団名 言語能力 推薦者枠 対象 国籍・地域 支給金額/月 支給期間
国際課への希望届提
出〆切

応募方法
奨学金希望の
事前登録

奨学財団の選考方法 特記事項

Name of Foundation
Language
Proficiency

Students to be
nominated

Qualifier Designated Countries Stipend/Month Duration Application Deadline How to Apply
Pre-Registration
of Scholarship
Application

Screening Method of
Foundation

Note

1
（公財）日中友好会館
日中友好岸関子賞

日本語 ―――

・2018年度および2019年度の間に日本の大学院で
修士論文学位審査に合格している者
・人文・社会科学系を選考し、日本語で書いた論文
であること

中国(遼寧省・吉林省・黒竜江
省)出身

最高20万円/件 一括
応募受付期間
2020年3月2日（月）～
6月1日（月）

全ての書類を直接
財団へ送付
(消印有効)

不要
/個人応募

・書類選考 詳細はこちらをクリック

2 （一社）実践桜会 日本語 ―――

・女性
・学部生、大学院生（2020年4月1日時点）
・近県在住者
・他奨学金を受給していない者
・給付説明会、交流会（2回）、レポート提出、桜会
行事（1回）に来館できること

指定なし 40,000円/月 1年間
応募受付期間
2020年3月25日（水）
～5月1日（金）

全ての書類を直接
財団へ送付

不要
/個人応募

・書類選考
・面接(6/28)

詳細はこちらをクリック

3
（公財）日本国際教育支援協会
【ドコモ留学生奨学金】

日本語 2名

・2020年4月時点、博士前期課程１年生（2020年4
月入学のみ。2019年10月入学者は不可）
・在留資格は留学。
・通信技術、情報処理技術関係専攻
・人文、社会科学等専攻（研究に「通信や情報処
理」が活用される者）
・卒業後は日本の通信関連企業に就職を希望する
者
・本奨学金の受給期間中、他の奨学金を受ける予
定のない者

ｲﾝﾄﾞ,ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ,韓国,ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ,ｼ
ﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ,ｽﾘﾗﾝｶ,ﾀｲ,台湾,中国
(香港,ﾏｶｵ含),ﾈﾊﾟｰﾙ,ﾊﾟｷｽﾀﾝ,
ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ,東ﾃｨﾓｰﾙ,ﾌｨﾘﾋﾟﾝ,
ﾌﾞｰﾀﾝ,ﾌﾞﾙﾈｲ,ﾍﾞﾄﾅﾑ,ﾏﾚｰｼｱ,
ﾐｬﾝﾏｰ,ﾓﾙﾃﾞｨﾌﾞ,ﾓﾝｺﾞﾙ,ﾗｵｽ

120,000円/月
2年間
2020年4月～
2022年3月

4月27日（月）
am9:00

E-mailで奨学金希
望届を提出

必要 ・書類選考

・推薦決定後に指導教員からの推薦が数
日で必要
・受給者は、本奨学金支給期間中の学習・
研究状況について学業成績証明書とともに
毎年度末および奨学金受給終了後、大学
を通じて本協会に提出しなければならな
い。
・また、自分の進路について大学卒業時に
大学を通じて報告しなければならない。他

4
（公財）日本国際教育支援協会
【石橋財団奨学金】

日本語 ―――

・2020年度内に修士課程又は博士課程に入学する
者。
・在留資格は留学。
・美術史専攻

指定なし 1５0,000円/月 2020年10月以降
最長２年間

5月15日（金）
am9:00

E-mailで奨学金希
望届を提出

必要 ・書類選考

・受給者は毎年度末及び奨学金受給修了
後、学位論文または研究内容の概要及び
学業成績証明書を提出する。
・アンケートや懇親会への参加は必須。

5 （公財）本庄国際奨学財団 日本語 ―――

・2020年10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。

―――
①200,000円/月
②180,000円/月
③150,000円/月

①1年～2年間
②3年間
③4年～5年間

募集期間
4月1日～4月30日

奨学金WEB申請
システムより必要
事項を入力し、
PDFファイルをアッ
プロードする。
Https://entry.hisf.
or.jp (4月1日以降
アクセス可）

不要/個人応募
・書類選考
・面接（日本語）

・詳細はこちらをクリック

6 （公財）大塚敏美育英奨学財団
日本語
英語

―――

・学部生（1,2年除く）、大学院生
・医学、薬学、生物学、栄養学、体育学、工学及び
経営学等
・38才以下（2020年4月時点）

指定なし
・200万円、150万円、
100万円/年のいずれ
か

1年間
4月23日（木）15時
財団書類必着

4月21日（火）17時
WEBエントリー（必
須）締切

不要
/個人応募

・書類選考
・面接

・詳細はこちらをクリック

No

1

http://www.jcfc.or.jp/blog/archives/15288
http://www.j-sakura.org/contents/society/ief.htm
https://www.hisf.or.jp/scholarship/foreigner/
http://www.otsukafoundation.org/guide/index.html
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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）

奨学財団名 言語能力 推薦者枠 対象 国籍・地域 支給金額/月 支給期間
国際課への希望届提
出〆切

応募方法
奨学金希望の
事前登録

奨学財団の選考方法 特記事項

Name of Foundation
Language
Proficiency

Students to be
nominated

Qualifier Designated Countries Stipend/Month Duration Application Deadline How to Apply
Pre-Registration
of Scholarship
Application

Screening Method of
Foundation

Note
No

7
（公財）日揮・実吉奨学会
（海外からの留学生向け奨学金）

日本語 1人

・学部、大学院生
・理工系（農・獣・水産学系を含む）
　　　　（医・歯・薬学系は除く）
・2021年3月まで在籍する学生

――― 30万円/年 1年間
6月8日（月）～6月12
日（金）am9:00

E-mailで奨学金希
望届を提出

必要 ・書類選考 ・詳細はこちらをクリック

8 在日本朝鮮人教育会 ――― ―――
・学部生
・30歳未満

※財団HPで要確認

200,000円/年
（学部2年生以上）
160,000円/年
（学部１年生）

1年間
5月23日（土）
財団書類必着

全ての書類を直接
財団へ送付
(消印有効)

不要/個人応募
・書類選考
・面接

・詳細はこちらをクリック

9 （公財）守屋留学生交流協会 日本語 2人

・修士課程１年
・博士課程
・35歳未満（2020年4月1日現在）
・地理学、歴史学、教育学、他社会科学専攻

・アジア諸国 70,000円/月 2年間
4月7日（火）
am9:00

E-mailで奨学金希
望届を提出

必要 ・書類選考

10 （公財）長坂国際奨学財団 日本語 3名 ・学部2,3,4年生

フィリピン、インドネシア、シン
ガポール、マレーシア、タイ、
ブルネイ、ベトナム、ミャン
マー、ラオス、カンボジア

50,000円/月 1年間
4月27日（月）～4月30
日（木）am9:00

E-mailで奨学金希
望届を提出

必要
・書類選考
・面接

・詳細はこちらをクリック

2

http://www.jgcs.or.jp/scholarship/02.html#a02
http://kyoikukai.net/syogakukin.html
http://www.nagasaka.or.jp/

