
２０１６年度（平成２８年度） 私費外国人留学生奨学金募集情報 更新日　20161118

Scholarships for Privately Financed International Students （AY2016） ＊国際課より11/18のメールが届かない方は　ryuga-scholarship@jmj.tmu.ac.jp　までご連絡ください。

the Tokyo u-club以外は募集終了しています。

＊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 申請締切 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

外国人留学生
the Tokyo u-club奨励金

日本語 4名 学部生、大学院生 ――― 50,000円/年
5ヶ月（2016年11月から
2017年3月まで）

11月21日（月）
am9:00

E-mailで奨学金
希望届を提出

必要
ただし学内選考なし

・書類選考
詳細はこちらをクリック

the Tokyo u-club Japanese 4 people Regular Student ――― \50,000/year
5months（From November
2016 to March 2017）

November 21st
(Mon)am9:00

Submit a
scholarship
application via
e-mail

Required
(without Campus
selection)

・Document Screening For detailes, click here

（公財）ロータリー米山記念奨学会

2580地区（荒川・新宿キャンパス）
日本語

・2名
（荒川・新宿キャンパス）

・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
（2016年4月1日時点）
・45歳未満（1970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

2ヵ国
※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）

2年間
（ただし、課程の最終学年
の者は1年間）

9月24日（木）～
9月30日（水）

E-mailで奨学金
希望届を提出

必要
・書類選考
・面接

・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

Rotary Yoneyama Memorial
Foundation

District 2580 (Arakawa/Shinjuku
Campus)

Japanese

・2 people
（Arakawa/Shinjuku
Campus）

・3rd and 4th Year (Undergraduate)
・1st and 2nd Year(Master's Students)
・2nd and 3rd Year(Doctoral Student)
(as of April 1st 2016)
・Under 45 Years (Those who were born on
or after April 1, 1970)
・Anyone who was receiving the Rotary
Yoneyama Memorial Scholarship in the
past cannot apply

2 countries
※Might be changed if there is no applicant

\100,000/month
（Undergraduate）
\140,000/month
（Graduate）

2 years
(However, those of final
year of the course is 1
year)

September 24th
(Thur)～
September 30th
(Wed)

Submit a
scholarship
application via
e-mail

Required
・Document Screening
・Interview

・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

（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）

日本語

・3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
（2016年4月1日時点）
・45歳未満（1970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

3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）

2年間
（ただし、課程の最終学年
の者は1年間）

9月24日（木）～
9月30日（水）

E-mailで奨学金
希望届を提出

必要
・書類選考
・面接

・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

Rotary Yoneyama Memorial
Foundation

District 2750 (Minami-Osawa
Campus)

Japanese

・3 people（Minami-
Osawa 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)
(as of April 1st 2016)
・Under 45 Years (Those who were born on
or after April 1, 1970)
・Anyone who was receiving the Rotary
Yoneyama Memorial Scholarship in the
past cannot apply

3 countries
※Might be changed if there is no applicant

\100,000/month
（Undergraduate）
\140,000/month
（Graduate）

2 years
(However, those of final
year of the course is 1
year)

September 24th
(Thur)～
September 30th
(Wed)

Submit a
scholarship
application via
e-mail

Required
・Document Screening
・Interview

・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

（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）

日本語

・3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
（2016年4月1日時点）
・45歳未満（1970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

3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）

2年間
（ただし、課程の最終学年
の者は1年間）

9月24日（木）～
9月30日（水）

E-mailで奨学金
希望届を提出

必要
・書類選考
・面接

・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

Rotary Yoneyama Memorial
Foundation

District 2750 (Minami-Osawa
Campus)

Japanese

・3 people（Minami-
Osawa 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)
(as of April 1st 2016)
・Under 45 Years (Those who were born on
or after April 1, 1970)
・Anyone who was receiving the Rotary
Yoneyama Memorial Scholarship in the
past cannot apply

3 countries
※Might be changed if there is no applicant

\100,000/month
（Undergraduate）
\140,000/month
（Graduate）

2 years
(However, those of final
year of the course is 1
year)

September 24th
(Thur)～
September 30th
(Wed)

Submit a
scholarship
application via
e-mail

Required
・Document Screening
・Interview

・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

1

No

以下募集終了　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以下募集終了　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以下募集終了

併給不可。　　奨励賞表彰式(2月予定）に出席必須。

1

2

3

２０１６年度の奨学金募集はすべて終了しています 
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Proficiency
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Pre-Registration of
Scholarship
Application
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Note
No

２０１６年度の奨学金募集はすべて終了しています 

(公財)佐藤陽国際奨学財団(秋募
集)

日本語 ――― ・学部生、大学院生

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ、ﾌﾞｰﾀﾝ、ﾌﾞﾙﾈｲ、ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ、ｲﾝﾄﾞ、ｲﾝ
ﾄﾞﾈｼｱ、ﾗｵｽ、ﾏﾚｰｼｱ、ﾓﾙﾃﾞｨﾌﾞ、ﾐｬﾝﾏｰ、ﾈﾊﾟｰ
ﾙ、ﾊﾟｷｽﾀﾝ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ｽﾘﾗﾝｶ、ﾀｲ、東
ﾃｨﾓｰﾙ、ﾍﾞﾄﾅﾑ

150,000円/月（学部）
180,000円/月（大学院生）

2年間

8月17日（月）

※10月入学の新
入生に限り
9月10日（木）

必要な書類を全
て窓口に提出

必要

※10月入学の新入生
に限り「不要」

・書類選考
・面接

Sato Yo International Scholarship
Foundation

Japanese ――― ・Regular Student

Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, India,
Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Myanmar,
Nepal, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri
Lanka, Thailand, East Timor, Vietnam

\150,000円/month
（Undergraduate）
\180,000円/month
（Graduate）

2 years

August 17th (Mon)

※September 10th
(Thur)
Only freshman of
October

Submit all the
documents to
International
Affairs Office

Required

※Not Required
Only freshman of
October

・Document Screening
・Interview

(公財)渥美国際交流財団 日本語 ―――

・博士後期課程
・1年内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30日（金）
財団必着

全ての書類を直
接財団へ送付

不要
・書類選考
・面接

詳細はこちらをクリック

Atsumi International Foundation Japanese ―――

・Doctoral Student
・Anyone who is likely to get a doctoral
degree within one year
・Resident of Kanto region

――― \200,000/month 1 year

September 30th
(Wed.)
No later than to
Foundation

Send  all
documents to
the Foundation
directly

Not Required
・Document Screening
・Interview

For details, click here

（公財）朝鮮奨学会 日本語
・学部1年生のみ　1人

同左 韓国人・朝鮮人学生
25,000円/月

1年間
7月15日（金）
am08:30

E-mailで奨学金
希望届を提出

必要
・書類選考
・面接

・推薦決定後に指導教員からの推薦が数日で
必要
 ・高校３年次の成績証明書必要

The Korean Scholarship
Foundation

Japanese
Undergraduate1stGrade
/1person Same as on the left Korea and North Korea

\25,000/month
1 year

July 15th (Fri)
am08:30

Submit a
scholarship
application via
e-mail

Required
・Document Screening
・Interview

Required a recommendation from the
academic adviser upon success of nomination
and　your　high school third grade transcript

一般社団法人ＣＷＡＪ（NJG）
日本語
英語

――― 大学院（女子のみ） ―――
200万円/一括

一括（2017年度分）
10/17～10/26
（消印有効）

普通郵便にて願
書郵送

不要/自由応募
・書類選考
・面接

・年間150万円までなら重複受給可
（ただし一方の奨学金が重複受給不可の場合
あり）
・願書ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ（2016年6月掲載予定）

 College Women's Association of
Japan

Japanese
English

――― Graduate（only　Women） ――― \2,000,000 /year 1 year（2017）
Oct17ｔｈ～
Oct26th

Send  all
documents to
the Foundation
directly

Not Required
・Document Screening
・Interview http://www.cwaj.org/Scholarship/njg-j.html

（公財）日揮・実吉奨学会
第二種

日本語 2人

・学部、大学院生
・理系（農・獣・水産学系を含む）
　　　　（医・歯・薬学系は除く）
・2017年3月まで在籍する学生

――― 250,000円/年 1年間 7月7日（木）
E-mailで奨学金
希望届を提出

必要 ・書類選考

JGC-S Scholarship Foundation Japanese 2 person

・Undergraduate,Graduate
・Science course
（Including Medicine, Dentistry, Pharmacy）
(Except for Agriculture, Veterinary,
Fisheries science)
・Students enrolled until March 2017

――― \250,000/year 1 year July 7th（Ｔｈｕ．）

Submit a
scholarship
application via
e-mail

Required ・Document Screening

6

7

4

5

8
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http://www.aisf.or.jp/information/Announcement2016.pdf
http://www.aisf.or.jp/information/Announcement2016.pdf


２０１６年度（平成２８年度） 私費外国人留学生奨学金募集情報 更新日　20161118

Scholarships for Privately Financed International Students （AY2016） ＊国際課より11/18のメールが届かない方は　ryuga-scholarship@jmj.tmu.ac.jp　までご連絡ください。

the Tokyo u-club以外は募集終了しています。

＊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 申請締切 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

２０１６年度の奨学金募集はすべて終了しています 

八王子市外国人留学生奨学金 日本語 一括申請
・学部生、大学院生
・八王子市民かつ（主に）八王子在学

――― 10,000円/月 1年間
5月6日(金)～
5月20日(金)

必要な書類を全
て国際課窓口に
提出

必要
・書類選考
・公開抽選

・募集要項は国際課まで取りに来ること。
・地域交流活動に年3回以上参加すること
・市内在住、市内在学
・災害時は通訳等ボランティアに協力のこと
・受給中に市外へ転居した場合、受給資格を
失う
・受給中に日本を1カ月以上離れる場合、当該
期間の支給はない

Hachioji City Scholarship Japanese
all applicants will be

nominated

・Regular student
・Citizen of Hachioji city
・Your MainCampus　in　Hachioji　city

――― \10,000/month 1 year
May 6th (Fri)～
May 20th (Fri)

Submit all the
documents to
International
Affairs Office

Required
・Document Screening
・Public lottery

・The application form is available at the
International Affairs Office.
・Participate in local exchange activities more
than 3 times
・Person who lives and　studies ｉｎ Hachiouji
city
・Required　to　join　volunteer　when　a　ｄｉｓａ
ｓｔｅｒ　has　occurred.
・Lose qualification of recipient if you move
out to other cities
・Not paid for the period if you leave for more
than one month in Japan

（公財）日揮・実吉奨学会
第三種

日本語 ―――
・大学院生
・理工系
・35歳以下

ｱﾗﾌﾞ首長国連邦､ｲｴﾒﾝ､ｲﾗｸ､ｲﾗﾝ､ｵﾏｰﾝ､ｶﾀｰﾙ､
ｸｳｪｰﾄ､ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱ､ﾊﾞｰﾚｰﾝ､ｼﾘｱ､ｱﾙｼﾞｪﾘｱ､ｴｼﾞ
ﾌﾟﾄ､ﾅｲｼﾞｪﾘｱ､ﾘﾋﾞｱ､ｱﾝｺﾞﾗ､ｶﾞﾎﾞﾝ､ｶﾒﾙｰﾝ､ｷﾞﾆｱ､ｺ
ﾝｺﾞ共和国､ｺﾝｺﾞ民主共和国､ｽｰﾀﾞﾝ､ﾁｬﾄﾞ､ﾓｰﾘﾀ
ﾆｱ､ﾓｻﾞﾝﾋﾞｰｸ､ｱｾﾞﾙﾊﾞｲｼﾞｬﾝ､ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ､ｶｻﾞﾌｽ
ﾀﾝ､ﾄﾙｸﾒﾆｽﾀﾝ､ﾐｬﾝﾏｰ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ﾏﾚｰｼｱ、ﾌﾞﾙﾈ
ｲ、ﾍﾞﾄﾅﾑ

150,000円/月 1年間 5月6日（金）08:30
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
・保証人（学生不可、日本在住）必要
・健康診断書が必要

JGC-S Scholarship Foundation Japanese ―――

・Graduate
・Science and Technology (except
Medicine,Dentistry,Pharmacy)
・Under 35 years

United Arab Emirates, Yemen, Iraq, Iran, Oman,
Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Bahrain, Syria,
Algeria, Egypt, Nigeria, Libya, Angola, Gabon,
Cameroon, Guinea, Republic of Congo,
Democratic Republic of the Congo, Sudan,
Chad, Mauritania, Mozambique, Azerbaijan,
Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan,
Myanmar,Indonesia,Malaysia,Brunei,Vietnam

\150,000/month 1 years
Mayl 6th (Fri)
08:30

Submit a
scholarship
application via
e-mail

Required ・Document Screening

Required a recommendation from the
academic adviser upon success of nomination,
gualanter(living in Japan and not a student),
and Health certificate

（公財）大塚敏美育英奨学財団
日本語
（一部英語
可）

―――
・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

指定なし
・200万円、150万円、100万
円/年のいずれか

１年間
5月13日（金）
財団書類必着

5月11日（水）
WEBエントリー
締切

不要/自由応募
・書類選考
・面接（7月中旬）

詳細はこちらをクリック

Otsuka Toshimi Scholarship
Foundation

Japanese
(Some
English
permitted)

―――

・Regular Student（except　ｆｏｒ
Undergraduate students 1,2）
・Medicine, Pharmacy, Nutrition, Physical
Education, Business Administration

Not specified
・\2,000,000 or 1,500,000 or
1,000,000/year 1 year

May 13th (Fri)
No later than to
Foundation

Entry on the
Web Site
Deadline11thMA
Y

Not Required
・Document Screening
・Interview

For details, click here

（一社）実践桜会 日本語 ―――
・女性
・学部生、大学院生（2016年4月1日時点）
・近県在住者

指定なし 40,000円/月 ・1年間
平成28年4月30日
（土）必着

全ての書類を直
接財団へ送付

不要/自由応募
・書類選考
・面接

詳細はこちらをクリック

Japanese ―――
・Women
・Undergraduate, Graduate
・Those who live in near to Tokyo

Not specified \40,000/month ・1 year
April 30th (Sat)
No later than to
Foundation

Send  all
documents to
the Foundation
directly

Not Required
・Document Screening
・Interview

For details, click here

11
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9
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http://www.otsukafoundation.org/guide/index.html
http://www.otsukafoundation.org/guide/index.html
http://www.j-sakura.org/contents/society/application1.htm
http://www.j-sakura.org/contents/society/application1.htm
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the Tokyo u-club以外は募集終了しています。

＊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）
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nominated
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Scholarship
Application

Screening Method of
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Note
No

２０１６年度の奨学金募集はすべて終了しています 

（公財）日本国際教育支援協会
【JEES日本語教育普及奨学金（日
能）】

日本語 ―――

・学部生、大学院生
・2015年度の日本国内実施の日本語能力
試験N1を受験し、170点以上（中国語・韓国
語以外を母国語とするものは135点以上）
・日本語学、日本文学等専攻

――― 50,000円/月 最長　2年間 5月6日（金）08:30
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

JAPAN EDUCATIONAL
EXCHANGES and SERVICES
【Japanese-Language Proficiency
Test】

Japanese ―――

・Regular Student
・Those who took JLPT in academic Year
2015
・Japanese linguistics, Japanese literature

――― \50,000/month Within 2 years
Mayl 6th (Fri)
08:30

Submit a
scholarship
application via
e-mail

Required ・Document Screening
Required a recommendation from the
academic adviser upon success of nomination

（一財）守谷育英会 日本語 一括申請
・学部生
・大学院生

――― 100,000円/月
卒業（修了）までの最短修
業時間

4月13日（水）17:00
E-mailで奨学金
希望届を提出

必要
ただし学内選考なし

・書類選考
・面接（6月中旬）

詳細はこちらをクリック

THE MORITANI SCHOLASHIP
FOUNDAYION

Japanese
all applicants will be
nominated

・Regular Student ――― \100,000/month
minimum time of study
until graduation

April 13th (Wed)
17:00

Submit a
scholarship
application via
e-mail

Required
(without Campus
selection)

・Document Screening
・Interview

For details, click here

（公財）ＳＧＨ財団
旧；佐川留学生奨学財団

日本語
学部1名
院生1名

・学部3年生
・修士1年生
・博士2年生
・学部生は27歳未満
・大学院生は35歳未満
・秋入学の学生は対象外
（以上すべて2016年4月1日時点）

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

100,000円/月 2年間
平成28年4月12日
（火）17:00まで

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
・博士後期課程の学生は修士修了時の成績
証明書が必要
・日本の通信関連企業就職希望者

ＳＧＨ(SAGAWA) SCHOLARSHIP
FOUNDATION

Japanese
Undergraduate1 person
Graduate 1 person

・3rd year【Undergraduate】
・1st year【Master Students】
・2nd year【Doctoral Students】
・Under 27 years old【Undergraduate】
・Under 35 years old【Graduate】
（as of April 1st, 2016）

Philippines, Indonesia, Singapore, Malaysia,
Thailand, Brunei, Vietnam, Myanmar, Laos,
Cambodia,

\100,000/month 2 years
April 12th
（Tue）,2016
by 17:00

Submit a
scholarship
application via
e-mail

Required ・Document Screening

・Required a recommendation from the
academic adviser upon success of nomination.
· Require transcripts of Master course.
· Job seekers　for　Japanese
telecommunications companies

（公財）高山国際教育財団 日本語 1人

・修士課程（35歳未満）
・博士課程（40歳未満）
（2016年4月1日現在）
・オーバードクター不可

（原則として）アジア諸国 150,000円/月
2年間
（博士課程3年生は1年間）

4月13日（水）17:00
E-mailで奨学金
希望届を提出

必要
・書類選考
・面接（6月1日）

・被推薦者は4月30日（水）までに全書類を用
意すること
・推薦状が必要

Takayama International Education
Foundation

Japanese 1 person

・Master's Student(Under 35 years)
・Doctoral Student(Under 40 Years)
(as of April 1st 2016)
・OD is not eligible

（as a general rule）Asian Countries \150,000/month
2 years
(1 Year for 3rd year of
Doctoral)

April 13th (Wed)
17:00

Submit a
scholarship
application via
e-mail

Required
・Document Screening
・Interview

・A nominee needs to submit all the required
documents by April 30
・A recommendation letter is required

(公財)アジア留学生奨学財団 日本語 1名

・学部3年生（2016年4月1日時点）
・文系学部
・将来自国に帰り教育者を目指す学生を優
先する

アジア各国 50,000円/月 ・2年間 4月13日（水）17:00
E-mailで奨学金
希望届を提出

必要
・書類選考
・面接（5月28日）

・推薦決定後に指導教員からの推薦が数日で
必要
・受給終了時、レポートを提出すること
・懇親会に参加すること

ASIAN STUDENTS
SCHOLARSHIP FOUNDATION

Japanese 1 person

・3nd year【Undergraduate】(as of April 1st,
2016)
・Field of Study：Humanities
・Those who aim to be a pedagogue in your
country are preferred.

Asian countries 50,000/month ・2 years
April 13th (Wed)
17:00

Submit a
scholarship
application via
e-mail

Required
・Document Screening
・Interview

・Required a recommendation from the
academic adviser upon success of nomination.
・Required submitting reports when you finish
receiving a scholarship.
・Required participating in social meeting.

（公財）フジシールパッケージング
教育振興財団

日本語 1人

・学部3年生
・応用化学（ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ製品）、機械工学、電
気電子工学、高分子工学等の工学系およ
びﾃﾞｻﾞｲﾝ関係

――― 100,000円/月 2年間 4月13日（水）17:00
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

FUJI SEAL INTERNATIONAL Japanese 1 person

・3rd Year (Undergraduate)
・Field of Study: Applied Chemistry (plastic
products) ,Mechanical engineering.
Electrical and Electronic Engineering,
Engineering of Polymer Engineering, related
to Design

――― \100,000/month 2 years
April 13th (Wed)
17:00

Submit a
scholarship
application via
e-mail

Required ・Document Screening
Required a recommendation from the
academic adviser upon success of nomination

（公財）朝鮮奨学会 日本語
・学部1人
・大学院2人

・学部2年生以上
・大学院生1年生以上

韓国人・朝鮮人学生
25,000円/月（学部）
40,000円/月（修士）
70,000円/月（博士）

1年間 4月13日（水）17:00
E-mailで奨学金
希望届を提出

必要
・書類選考
・面接

推薦決定後に指導教員からの推薦が数日で
必要

The Korean Scholarship
Foundation

Japanese
Undergraduate1 person
Graduate 2 person

・2nd Year and over （Undergraduate）
・1st Year and over (Graduate)

Korea and North Korea

\25,000/month
（Undergraduate）
\40,000/month（Master）
\70,000/month(Doctor）

1 year
April 13th (Wed)
17:00

Submit a
scholarship
application via
e-mail

Required
・Document Screening
・Interview

Required a recommendation from the
academic adviser upon success of nomination
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（公財）守屋留学生交流協会 日本語 2人

・修士課程１年生
・博士課程の学生
・35歳未満（2016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
（東南・南・西アジアの学生優先）

70,000円/月 2年間 4月20日（水）08:30
E-mailで奨学金
希望届を提出

必要 ・書類選考
被推薦者は指導教員の推薦状が必要

Moriya Foundation Japanese 2 people
・1st Year (Master's Students)
・Doctoral Students
・Under35years(as of April 1st 2016)

・Asian Countries
（prior to Southeast, South and West Asia
students）

\70,000/month 2 years
April 20th (Wed)
08:30

Submit a
scholarship
application via
e-mail

Required ・Document Screening
Required a recommendation from the
academic adviser upon success of nomination

（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人

・修士課程１年生（201604入学）
・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）

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,ﾏｶｵを含む),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 4月20日（水）08:30
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

JAPAN EDUCATIONAL
EXCHANGES and SERVICES
【Docomo】

Japanese 2 people
・1st Year (Master's Students)
（201604admission）

India,Indonesia,Korea,Cambodia, Singapore, Sri
Lanka, Thailand, Taiwan, China,(Including Hong
Kong, Macao)Nepal, Pakistan, Bangladesh, East
Timor, Philippines, Bhutan, Brunei, Vietnam,
Malaysia, Myanmar, Maldives, Mongolia, Laos

\120,000/month 2 years
April 20th (Wed)
08:30

Submit a
scholarship
application via
e-mail

Required ・Document Screening
Required a recommendation from the
academic adviser upon success of nomination

（一財）ベターホーム協会 日本語 1名

・学部2年生（2015年4月1日時点）
・27歳未満（2015年3月31日現在）
・専攻は問わないが、食に関わる学問を専
攻する者を優先する
※生活科学、栄養学、食物学など

指定なし 50,000円/月 ・3年間
平成27年3月27日
（金）午前9:00まで

E-mailで奨学金
希望届を提出 必要

・書類選考
・面接

・推薦決定後に指導教員からの推薦が数日で
必要
・年2回レポートを提出すること
・年1回（今年は6月1日の予定）、「会員のつど
い」に必ず参加すること
・イベント交流会に参加すること
・交換留学を希望する者は応募資格なし

 Better Home Association Japanese 1 person

・2nd year【Undergraduate】(as of April 1st,
2015)
・Under 27 years old（as of April 1st 2015）
・Although it does not matter what study
you major, those who major study about
food are preferred.
※e.g. domestic science, nutrition science

Not specified 50,000/month ・3 years
March 27th
（Fri）,2015
by 9:00 am

Submit a
scholarship
application via
e-mail

Required
・Document Screening
・Interview

・Required a recommendation from the
academic adviser upon success of nomination.
・Required submitting reports twicw a year.
・Required participating in social meeting
(designated June 1st, 2015).
・Required  participating in exchanging events.
・Those who want to study abroad are not
eligible.

(公財)ヤマハ発動機スポーツ振興
財団

日本語 ―――
・学部生、大学院生(2015年4月1日時点）
・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

――― 100,000円/月 2年以内 11月17日（月） WEBエントリー 不要
・書類選考
・面接

詳細はこちらをクリック

Yamaha Motor Foundation for
Sports

Japanese ―――
・Regular Students(as of April 1st 2015)
・Those who study about spread, promotion
and improve conpetion level of sports.

――― \100,000/month within 2 years
November 17th
(Mon)

Entry on the
Web Site

Not Required
・Document Screening
・Interview

For details, click here

（公財）日本国際教育支援協会
【ユアサ留学生奨学金】

日本語 1名
・大学院生（2015年4月1日時点）
・研究生不可

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ﾀｲ、韓国、中
国、香港、台湾、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ﾌﾞﾙﾈｲ、ﾍﾞﾄﾅﾑ、ﾏﾚｰｼ
ｱ、ﾐｬﾝﾏｰ、ﾓﾝｺﾞﾙ、ﾗｵｽ、ﾌﾞｰﾀﾝ

100,000円/月 1年間

平成27年1月5日
（月）～1月19日
（月）
午前9:00まで

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

JAPAN EDUCATIONAL
EXCHANGES and SERVICES
【YUASA Scholarship】

Japanese 1 person

・Graduate students(as of April 1st 2015)
・Research Students are not eligible for
application.
・Under 35 years old（as of April 1st 2015）

Indonesia, Cambodia, Singapore, Thailand, the
Republic of Korea, China, Hong Kong, Taiwan,
the Philippines, Brunei, Vietnam, Malaysia,
Myanmar, Maldives, Mongolia, Laos, Bhutan

\100,000/month 1 year

January 5th
(Mon),2015
―19th（Mon）
9:00 am

Submit a
scholarship
application via
e-mail

Required ・Document Screening
・Required a recommendation from the
academic adviser upon success of nomination

（公財）ロッテ財団 日本語 2名

・学部生
・大学院生
※2015年4月1日時点で支給期間が2年間
ある学生が優先→学部2，3年生、M1、D1、
D2
・35歳以下（2015年4月1日時点）
・配偶者の年収が500万円未満

アジア諸国 180,000円/月 2年間
平成27年1月6日
（火）午前9:00まで

E-mailで奨学金
希望届を提出

必要
・書類選考
・面接

・推薦決定後に指導教員からの推薦が数日で
必要
・交流会（年4回）に必ず参加すること

JAPAN EDUCATIONAL
EXCHANGES and SERVICES
【ＪＴ Asia Scholarship】

Japanese 2 persons

・Undergraduate
・Graduate students
※Students who have Duration of 2 years
is prior (as of April 1st 2015)→Bachelor2,
3 , M1, D1, D2
・Under 35 years old（as of April 1st 2015）
・Annual income of partner is less than
\5,000,000

Asian countries \180,000/month 2 years
January 6th (Tue),
2015 by 9:00 am

Submit a
scholarship
application via
e-mail

Required
・Document Screening
・Interview

・Required a recommendation from the
academic adviser upon success of nomination
・Required participating in meeting(4times a
year)
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（公信）石森記念北米友好奨学基
金

日本語 ―――
・大学3年生以上
・大学院生
・東京都在住者

アメリカ合衆国、カナダ
50,000円/月（学部生）
70,000円/月（院生）

・2年以内（学部及び修士
課程）
・3年以内（博士課程）

4月20日（月）09:00
E-mailで奨学金
希望届を提出

必要 ・書類選考
・被推薦者は4月30日（水）までに全書類を用
意すること
・推薦状が必要

Ishimori memorial North American
Friendship Scholarship

Japanese ―――
・3rd Year and over (Undergraduate)
・Graduate
・Citizen of Tokyo

United States of America,Canada

\50,000/month(Undergradu
ate)
\70,000/month(Grad
Students)

・Within 2
years(Undergraduate and
Master's Students)
・Within 3 years(Doctoral
Students)

April 2０th (Mon)
09:00

Submit a
scholarship
application via
e-mail

Required ・Document Screening
・A nominee needs to submit all the required
documents by April 30
・A recommendation letter is required

(公財)佐藤陽国際奨学財団
【2015年10月期】

日本語 ――― ・学部生、大学院生

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ、ﾌﾞｰﾀﾝ、ﾌﾞﾙﾈｲ、ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ、ｲﾝﾄﾞ、ｲﾝ
ﾄﾞﾈｼｱ、ﾗｵｽ、ﾏﾚｰｼｱ、ﾓﾙﾃﾞｨﾌﾞ、ﾐｬﾝﾏｰ、ﾈﾊﾟｰ
ﾙ、ﾊﾟｷｽﾀﾝ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ｽﾘﾗﾝｶ、ﾀｲ、東
ﾃｨﾓｰﾙ、ﾍﾞﾄﾅﾑ

120,000円/月（学部）
180,000円/月（大学院生）

2年間

8月17日（月）

※10月入学の新
入生に限り
9月16日（水）

必要な書類を全
て窓口に提出

必要

※10月入学の新入生
に限り「不要」

・書類選考
・面接

詳細はこちらをクリック

Sato Yo International Scholarship Japanese ――― ・Regular Student Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, India, \120,000円/month 2 years August 17th (Mon) Submit all the Required ・Document Screening For details, click here

（公財）交流協会 日本語 ―――

・平成28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
（現時点で研究生でも、応募は可）
・1981年4月2日以降に出生した者

台湾
144,000円/月（修士課程）
145,000円/月（博士課程）
授業料（上限あり）

修了までの最短修業時間 10月23日（金）
全ての書類を直
接財団へ送付

必要 ・書類選考 詳細はこちらをクリック

Interchange Association, Japan Japanese ―――

・Those who are enrolled as regular
students in the graduate school as of April
1st 2016
（Research student(at the moment) also
can apply.）
・Those who were born on or after April 2,
1981

Taiwan

\144,000/month（Master's
program ）
\145,000/month（Doctoral
program）
Tuition（Upper limit has
been set）

minimum time of study
until graduation

October 23th (Fri)

Send  all
documents to
the Foundation
directly

Required ・Document Screening For details, click here

（公財）平和中島財団 日本語
・学部1名
・院生1名

・学部生、大学院生 ―――
100,000円/月（学部）
100,000円/月（院生）

1年間
10月14日（水）～
10月15日（木）

E-mailで奨学金
希望届を提出

必要 ・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

HEIWA NAKAJIMA FOUNDATION Japanese

・1
person(Undergraduate)
・1 person(Graduate)

・Regular Student ―――

\100,000/month
（Undergraduate）
\100,000/month
（Graduate）

1 year
October 14th
(Wed)～October
15th (Thur)

Submit a
scholarship
application via
e-mail

Required ・Document Screening

・Anyone who exceeds the minimum term of
study is not eligible.
・Anyone who have ever receiving a
scholarship of this foundation in the past is
not eligible.
・Required a recommendation from the
academic adviser upon success of nomination
· Require transcripts of previous courses and
current course

（公財）本庄国際奨学財団 日本語 ―――
・修士課程（1985年3月31日以降出生の者）
・博士課程（1980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

10月30日
当日消印有効

全ての書類を直
接財団へ送付

不要
・書類選考
・面接

詳細はこちらをクリック

Honjo International Scholarship
Foundation

Japanese ―――

・Master's Students（Those who were born
on or after March 31, 1985）
・Doctoral Student（Those who were born
on or after March 31, 1980）
※Please check Guideline for Application
carefully.

―――
①\200,000/month
②\180,000/month
③\150,000/month

①1 year to 2 years
②3 years
③4 years to 5 years

October 30th
must be sent
postmarked on or
before 30th
November

Send  all
documents to
the Foundation
directly

Not Required
・Document Screening
・Interview

For details, click here

（公財）似鳥国際奨学財団 日本語 ―――

・学部3，4年生（2016年4月1日時点）
・学部生は26歳以下（1990年4月2日以降に
生まれた者）
・修士1，2年生（2016年4月1日時点）
・大学院生は28歳以下（1987年4月2日以降
に生まれた者）
・過去の受給者・応募者は対象外

――― 110,000円/月 原則1年間 11月30日 WEBエントリー 不要
・書類選考
・WEBテスト
・面接

詳細はこちらをクリック

Nitori International Scholarship
Foundation

Japanese ―――

・3rd and 4th Year (Undergraduate)
・1st and 2nd Year(Master's Students)
(as of April 1st 2016)
・Under 26 Years (Those who were born on
or after April 2, 1990)
・Under 28 Years (Those who were born on
or after April 2, 1987)
Those who applied or received this
scholarship in the past can't apply.

――― \110,000/month 1 year in principle
November 30th Entry on the

Web Site
Not Required

・Document Screening
・Test on the Web Site
・Interview

For details, click here

26

28

29

30

31

27
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http://sisf.or.jp/images/pdf/appliguidej201510.pdf
http://sisf.or.jp/images/pdf/appliguidej201510.pdf
http://www.koryu.or.jp/ez3_contents.nsf/all/572186E30638EE0949257E920006745A?OpenDocument
http://www.koryu.or.jp/ez3_contents.nsf/0/463bf4e74fad83ab49257e920007c4bd/$FILE/H28boshuyoukou.pdf
http://hisf.or.jp/sch-f/
http://hisf.or.jp/english/sch-f/
http://www.nitori-shougakuzaidan.com/02_01.html
http://www.nitori-shougakuzaidan.com/pdf/2016_applicationRequirements.pdf
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the Tokyo u-club以外は募集終了しています。

＊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 申請締切 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

２０１６年度の奨学金募集はすべて終了しています 

（公財）伊藤国際教育交流財団 日本語 ―――

・修士課程
・2015年10月入学または2016年4月入学
・29歳以下が望ましい（2016年4月1日時
点）
30歳以上でも応募は可能だが、別途提出
書類がある

――― 180,000円/月 2年以内
10月30日（金）
当日消印有効

全ての書類を直
接財団へ送付

不要
・書類選考
・面接

詳細はこちらをクリック

ITO Foundation for International
Education Exchange

Japanese ―――

・Master's Students
・It is desirable under 29 years (as of April
2nd 2015)
Persons who is 30 years old and older can
also apply, but you have to submit special
form.

――― \180,000/month within 2 years

October 30th (Fri)
must be sent
postmarked on or
before 30th
October

Send  all
documents to
the Foundation
directly

Not Required
・Document Screening
・Interview

For details, click here

（公財）日本国際教育支援協会
【ＪＴアジア奨学金】

日本語 1名
・大学院生（2016年4月1日時点）
・研究生不可
・満35歳未満（2016年4月1日時点）

ｲﾝﾄﾞ、ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ、ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ｽﾘﾗﾝｶ、ﾀ
ｲ、韓国、中国（香港・ﾏｶｵ含む）、台湾、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、ﾌﾞｰﾀﾝ、ﾌｨﾘﾋﾟ
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

150,000円/月
2年以内
（2年目は別途申請手続き
が必要）

11月9日（月）
午前9:00

E-mailで奨学金
希望届を提出

必要
・書類選考
・面接

・推薦決定後に指導教員からの推薦が数日で
必要

JAPAN EDUCATIONAL
EXCHANGES and SERVICES
【ＪＴ Asia Scholarship】

Japanese 1 person

・Graduate students(as of April 1st 2016)
・Research Students are not eligible for
application.
・Under 35 years old（as of April 1st 2016）

India, Indonesia, Cambodia, Singapore, Sri Lanka,
Thailand, the Republic of Korea, China (including
Macau Hong Kong), Taiwan, Nepal, Pakistan,
Bangladesh, East Timor, Bhutan, the Philippines,
Brunei, Vietnam, Malaysia, Myanmar, Maldives,
Mongolia, Laos

\150,000/month

within 2 years
(Required another
procedure of Second
year)

November 9th
(Mon)
9:00 am

Submit a
scholarship
application via
e-mail

Required
・Document Screening
・Interview

・Required a recommendation from the
academic adviser upon success of nomination

（公財）日本中国友好協会
【2016年度　丹波宇一郎奨学金】

日本語 ―――

・学部2年生または3年生
（2016年度4月以降も在籍すること）
・社会科学系専攻
・1989年4月2日以降出生の者

中国 70,000円/月 1年間
全ての書類を直
接財団へ送付

不要
・書類選考
・面接

詳細はこちらをクリック

JAPAN-CHINA FRIENDSHIP
ASSOCIATION
【2016年度　丹波宇一郎奨学金】

Japanese ―――

・2nd and 3rd year (Undergraduate)
(Those who are enrolled as regular
students as of April 1st 2016.)
・Social Science
・Those who were born on or after April 2,
1989.

China \70,000/month 1 year

Send  all
documents to
the Foundation
directly

Not Required
・Document Screening
・Interview

For details, click here

（公財）長谷川留学生奨学財団
日本語、英

語
1名

・学部3年生、大学院生(2016年4月1日時
点）
・東京都内在住

アジア各国 80,000円/月 2年以内
11月10日（火）
午前9:00まで

E-mailで奨学金
希望届を提出

必要
・書類選考
・面接

・推薦決定後に指導教員からの推薦が数日で
必要
・出身国最終学歴の成績証明書が必要

Hasegawa International
Scholarship Foundation

Japanese,
English

1 person
・3rd and 4th Year (Undergraduate) and
Graduate students(as of April 1st 2016)
・Those who live in Tokyo.

Asian countries \80,000/month within 2 years
November 10th
(Tue)　by 9:00 am

Submit a
scholarship
application via
e-mail

Required
・Document Screening
・Interview

・Required a recommendation from the
academic adviser upon success of nomination
· Require transcripts of latest academic
background in your national origin.

（公財）とうきゅう留学生奨学財団 日本語 ―――
・修士課程（1985年4月1日以降出生の者）
・博士課程（1980年4月1日以降出生の者）

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、ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ、ｽﾘﾗﾝｶ、ｲﾝﾄﾞ、ﾓﾙﾃﾞｨﾌﾞ、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）

180,000円/月（院生）
国内学会出席旅費等

2年以内
全ての書類を直
接財団へ送付

不要
・書類選考
・面接

詳細はこちらをクリック

Tokyu Foundation for Foreign
Students

Japanese ―――

・Master's Students（Those who were born
on or after April 1, 1985）
・Doctoral Student（Those who were born
on or after April 1, 1980）

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.)

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

within 2 years

Send  all
documents to
the Foundation
directly

Not Required
・Document Screening
・Interview

For details, click here

（一財）高久国際奨学財団 日本語 ―――

・博士課程（2016年4月時点）
・東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県在住
・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

――― 100,000円/月 1年間
11月1日から11月
30日まで
当日消印有効

全ての書類を直
接財団へ送付

不要
・書類選考
・面接

詳細はこちらをクリック

TAKAKU FOUNDATION Japanese ―――

・Doctoral Student　(as of April 2016)
・Resident of Tokyo, Kanagawa prefecture,
Saitama prefecture, Chiba prefecture
・Student who have an ability of speaking
and writing that is the same degree of N1

――― \100,000/month 1 year

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

Send  all
documents to
the Foundation
directly

Not Required
・Document Screening
・Interview

For details, click here

11月5日～
11月12日

10月30日
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http://www.itofound.or.jp/home/news/%E3%80%90waiguorenjiangxuejinzhidumujinitsuite%E3%80%91-3
http://www.itofound.or.jp/home/news/%E3%80%90waiguorenjiangxuejinzhidumujinitsuite%E3%80%91-3
http://www.j-cfa.com/scholarship/index.html
http://www.j-cfa.com/scholarship/index.html
http://www.tokyu-f.jp/application.html
http://www.tokyu-f.jp/application.html
http://www.takaku-foundation.com/bosyu/
http://www.takaku-foundation.com/bosyu/
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the Tokyo u-club以外は募集終了しています。

＊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）
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２０１６年度の奨学金募集はすべて終了しています 

（公財）岩谷直治記念財団 日本語 ―――

・大学院生（2016年4月1日時点）
・オーバードクターも可
・工学、理学および農学、分子病態学、公
衆衛生学、分子微生物学
・修士課程→満30歳未満（2015年4月1日時
点）
・博士課程→満35歳未満（2015年4月1日時
点）

中国、韓国、モンゴル、台湾、カンボジア、インド
ネシア、ラオス、マレーシア、ミャンマー、フィリピ
ン、シンガポール、タイ、ベトナム

150,000円/月 1年間
12月20日（土）消
印有効

全ての書類を直
接財団へ送付

不要
・書類選考
・面接

詳細はこちらをクリック

THE IWATANI NAOJI
FOUNDATION

Japanese ―――

・Graduate students(as of April 1st 2016)
・OD is eligible for application.
・Engineering, Science, Agriculture,
Molecular Pathology, Public health, and
Molecular microbiology
・Master's Students→Under 30 years old
（as of April 1st 2015）
・Doctoral Students→Under 35 years old
（as of April 1st 2015）

China, the Republic of Korea, Mongolia, Taiwan,
Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar,
Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam

\150,000/month 1 year

December 20th
(Sat)
must be sent
postmarked on or
before 20th
December

Send  all
documents to
the Foundation
directly

Not Required
・Document Screening
・Interview

For details, click here

（公財）佐藤陽国際奨学財団
【春募集】

日本語 ―――
・2016年4月1日に本学に入学する新入生
※詳細はURLにて必ず確認してください！

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ、ﾌﾞｰﾀﾝ、ﾌﾞﾙﾈｲ、ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ、ｲﾝﾄﾞ、ｲﾝ
ﾄﾞﾈｼｱ、ﾗｵｽ、ﾏﾚｰｼｱ、ﾓﾙﾃﾞｨﾌﾞ、ﾐｬﾝﾏｰ、ﾈﾊﾟｰ
ﾙ、ﾊﾟｷｽﾀﾝ、ﾌｨﾘﾋﾟﾝ、ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ、ｽﾘﾗﾝｶ、ﾀｲ、東
ﾃｨﾓｰﾙ、ﾍﾞﾄﾅﾑ

120,000円/月（学部）
180,000円/月（大学院生）

2年間
平成27年1月5日
（月）午前9:00

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

Sato Yo International Scholarship
Foundation
【Spring】

Japanese ―――
・New enrolled Students of April 1st 2016)
※Please check the URL for details!

Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodia, India,
Indonesia, Laos, Malaysia, Maldives, Myanmar,
Nepal, Pakistan, Philippines, Singapore, Sri
Lanka, Thailand, East Timor, Vietnam

\120,000円/month
（Undergraduate）
\180,000円/month
（Graduate）

2 years
January 5th
(Mon),2015
9:00 am

Submit a
scholarship
application via
e-mail

Required
・Document Screening
・Interview

For details, click here

（公財）共立国際奨学財団 日本語
学部1名
院生1名

・学部生1，2，3年生2016年4月1日時点）
・修士1年生（2016年4月1日時点）
・博士1，2年生（2016年4月1日時点）
・研究生不可

アジア諸国
60,000円/月または100,000
円/月（学部）
10万円/月（院生）

1年間または2年間（学部）
2年間（院生）

平成27年11月30
日（月）午前9:00ま
で

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
・研修会（年1回）への参加必須

Kyoritsu Kokusai Foundation Japanese
Undergraduate1 person
Graduate 1 person

・Undergraduate students 1,2,3 year(as of
April 1st 2016)
・Master students 1 year (as of April 1st
2016)
・Doctoral students 1,2 year(as of April 1st
2016)
・Research Students are not eligible for
application.

Asian countries

\60,000 or
\100,000/month(Undergrad
uate)
\100,000/month(Graduate)

1 year or 2 years
(Undergraduate)
2 years(Graduate)

November 30th
(Mon), 2015 by
9:00 am

Submit a
scholarship
application via
e-mail

Required ・Document Screening

・Required a recommendation from the
academic adviser upon success of nomination
・Required participating in meeting(once a
year)

（公財）日本国際教育支援協会
【三菱商事留学生奨学金】

日本語
英語

2名

・学部3，4年生（2016年4月1日時点）
・修士1，2年生（2016年4月1日時点）
・博士1，2，3年生（2016年4月1日時点）
・過去に三菱商事留学生奨学金を受給した
ことのない者

―――
100,000円/月（学部生）
150,000円/月（大学院生）

2年以内（学部・修士）
3年以内（博士）

平成27年12月16
日（水）午前9:00ま
で

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

JAPAN EDUCATIONAL
EXCHANGES and SERVICES
【Mitsubishi Corporation
International Scholarship】

Japanese
English

2 persons

・Undergraduate students→3 and 4 year(as
of Apri; 1st 2016)
・Master students→1 and 2 year(as of
April 1st 2016)
・Doctoral students→1,2 and 3 year(as of
April 1st 2016)
・Anyone who was receiving Mitsubishi
Corporation International Scholarship in
the past cannot apply

―――

\100,000/month(Undergrad
uate)
\150,000/month
（Graduate）

within 2 years
(Undergraduate and
Master students)
within 3 years(Doctoral
students)

December 16th
(Wed), 2015 by
9:00 am

Submit a
scholarship
application via
e-mail

Required ・Document Screening
・Required a recommendation from the
academic adviser upon success of nomination

40

41

38

39
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http://www.iwatani-foundation.or.jp/
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the Tokyo u-club以外は募集終了しています。

＊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 申請締切 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

２０１６年度の奨学金募集はすべて終了しています 

富士ゼロックス株式会社
小林節太郎記念基金

指定なし ――― ・博士課程（2016年4月1日時点）
東アジア、東南アジア、南アジア、大洋州諸国
※詳しくは財団HPを参照

120,000円/月 1年間
平成28年1月4日
（月）～2月29日
（月）

全ての書類を直
接財団へ送付

不要 ・書類選考 詳細はこちらをクリック

Fujixerox Corporation Scholarship
Not

specified
――― ・Doctoral students(as of April 1st 2016)

East Asia, Southeast Asia, Southern Asia,
Oceania
※Please refer to Web site of Foundation

\120,000/month 1 year
January 4th (Mon)
～ February 29th
(Mon), 2016

Send  all
documents to
the Foundation
directly

Not Required ・Document Screening For details, click here

（公財）アジア教育文化交流協会 日本語 1名

・修士課程在籍（2016年4月1日時点）
※2016年9月に修了する者は応募資格なし
・人文科学研究科または社会科学研究科
※法科大学院は応募資格なし
・35歳未満（2016年3月31日現在）

・中国 120,000円/月

・卒業までの標準修業年
限
（1年間、1年5ヶ月間、2年
間）

平成28年1月18日
（月）
午前9:00まで

E-mailで奨学金
希望届を提出

必要
・書類選考
・面接

・推薦決定後に指導教員からの推薦が数日で
必要
・懇談会への出席が必要

Asia educational cultural exchange
assosiation

Japanese 1 person

・Master Students (as of April 1st, 2016)
※Those who will graduate September
2016 can not apply
・Graduate school of Humanities or Social
Sciences
※Those who are enrolled Law School can
not apply
・Under 35 years old（as of April 1st 2016）

・China \120,000/month

・minimum time of study
until graduation
(1 year, 1 year and 5
months, 2 years)

January 18th
（Mon）,2015
by 9:00 am

Submit a
scholarship
application via
e-mail

Required
・Document Screening
・Interview

・Required a recommendation from the
academic adviser upon success of nomination.
・Required  participating in social meeting.

・授業料の全額免除者は応募資格なし（八王子のみ？）

・Person who is exempted total tuition fees can't apply

＊学習奨励費結果は４月末に連絡予定。連絡ない場合、国際課掲示板をご覧ください。
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http://www.fujixerox.co.jp/company/social/next/foundation/prog.html
http://www.fujixerox.com/eng/company/social/prog.html

