２０１８年度（平成３０年度） 私費外国人留学生奨学金募集情報

更新日 20180413

Scholarships for Privately Financed International Students （AY2018）

＊国際課より4/13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。
＊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）

＊個人応募の奨学金に関しては奨学金希望届は受け付けません。ご自分で応募資格を確認し、書類を揃えて財団へ送付して下さい。
奨学財団名

言語能力

Name of Foundation

応募方法

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

対象

国籍・地域

支給金額/月

支給期間

申請締切

Language Students to be
Proficiency nominated

Qualifier

Designated Countries

Stipend/Month

Duration

Application Deadline How to Apply

（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
・商品パッケージの研究開発従事に興味が
ある学生

―――

100,000円/月

2年間

4月17日（火）
am9:00

E-mailで奨学金希
必要
望届を提出

・書類選考

FUJI SEAL INTERNATIONAL

Japanese

1 person

・3rd Year (Undergraduate)
・Students who are intersted in research
and development engaged in product
packaging

―――

\100,000/month

2 years

April 17th (Tue)
am9:00

Submit a
scholarship
Required
application via email

Required a recommendation from the
・Document Screening academic adviser upon success of nomination
For details, read more

1名

・学部3年生（2018年4月1日時点）
・文系学部
アジア各国
・将来自国に帰り教育者を目指す学生を優
先する

2年間

4月17日（火）
am9:00

E-mailで奨学金希
必要
望届を提出

・書類選考
・作文
・面接（5月26日）

No

推薦者枠

推薦決定後に指導教員からの推薦が数日で
必要
詳細はこちらをクリック

1

(公財)アジア留学生奨学財団

日本語

50,000円/月

2
ASIAN STUDENTS SCHOLARSHIP
FOUNDATION

（公財）朝鮮奨学会

Japanese 1 person

The Korean Scholarship Foundation

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

・3nd year【Undergraduate】(as of April 1st,
2018)
・Field of Study：Humanities
Asian countries
・Those who aim to be a pedagogue in your
country are preferred.

50,000/month

2 years

April 17th (Tue)
am9:00

Submit a
scholarship
Required
application via email

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17日（火）
am9:00

E-mailで奨学金希
必要
望届を提出

・書類選考
・面接

Korea and North Korea

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

1 year

April 17th (Tue)
am9:00

Submit a
scholarship
Required
application via email

・Required a recommendation from the
・Document Screening
academic adviser upon success of nomination
・Interview
・For details,cleck here

日本語

・学部1人（新規）
・大学院2人（新規）

・学部1年生以上
・大学院生1年生以上

Japanese

Undergraduate1
person
Graduate 2 person

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

3

・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
・詳細はこちらをクリック

・推薦決定後に指導教員からの推薦が数日で
必要
・詳細はこちらをクリック

継続韓国人留学生（前年度奨学生であり、’進級’した学生）・特別永住者等について → 個人で応募ください。 応募期間は2018年4月1日（日）～4月25日（水）（4/25消印有効）です。 願書等はホームページからダウンロードできます。

（公財）高山国際教育財団

日本語

1人

・修士1年生（35歳未満）
・博士1・2・3年生（40歳未満）
（2018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
4月17日（火）
（博士課程3年生
am9:00
は1年間）

E-mailで奨学金希
必要
望届を提出

・書類選考
・面接（6月6日）

\150,000/month

2 years
(1 Year for 3rd
year of
Doctoral)

Submit a
scholarship
Required
application via email

・A recommendation letter is required
・Document Screening
・For details,read more
・Interview

120,000円/月

卒業（修了）まで 4月17日（火）
の最短修業時間 am9:00

E-mailで奨学金希 必要
望届を提出
（一括申請)

・書類選考
詳細はこちらをクリック
・面接（6/21,22のいず
前課程の成績証明原本必要な場合有
れか）

\120,000/month

minimum time of
April 17th (Tue)
study until
am9:00
graduation

Submit a
Required
scholarship
・Document Screening
For details, read more
(without Campus
application via e・Interview
selection)
mail

70,000円/月

2年間

4月20日（金）
am9:00

E-mailで奨学金希
必要
望届を提出

・書類選考

2 years

April 20th (Fri)
am9:00

Submit a
scholarship
Required
application via email

Required a recommendation from the
・Document Screening academic adviser upon success of nomination
For details, read more

・推薦状が必要
・詳細はこちらをクリック

4
Takayama International Education
Foundation

Japanese

1 person

・Master's Student(Under 35 years)
・Doctoral Student(Under 40 Years)
(as of April 1st 2018)
・OD is not eligible

（一財）守谷育英会

日本語

一括申請

・学部生
・大学院生
・東京都内在住者

Japanese

all applicants will be ・Regular Student
nominated
・Citizen of Tokyo

（as a general rule）Asian
Countries

―――

April 17th (Tue)
am9:00

5
THE MORITANI SCHOLASHIP
FOUNDAYION

（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１年もしくは2年
・35歳未満（2018年4月1日現在）
・地理学、歴史学、教育学、他社会科学専
攻

2 people

・1st Year (Master's Students)
・1st Year or 2nd Year (Doctoral
Students)
・Under35years(as of April 1st 2018)

6
Moriya Foundation

Japanese

―――

・アジア諸国

・Asian Countries

\70,000/month

1

被推薦者は指導教員の推薦状が必要
詳細はこちらをクリック

採否
結果

２０１８年度（平成３０年度） 私費外国人留学生奨学金募集情報

更新日 20180413

Scholarships for Privately Financed International Students （AY2018）

＊国際課より4/13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。
＊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）

＊個人応募の奨学金に関しては奨学金希望届は受け付けません。ご自分で応募資格を確認し、書類を揃えて財団へ送付して下さい。
奨学財団名

言語能力

Name of Foundation

Language Students to be
Proficiency nominated

No

（公財）日本国際教育支援協会
【JEES日本語教育普及奨学金
（検定）】

推薦者枠

日本語

―――

国籍・地域

支給金額/月

支給期間

申請締切

Qualifier

Designated Countries

Stipend/Month

Duration

Application Deadline How to Apply

50,000円/月

最長 2年間

4月20日（金）
am9:00

必要
E-mailで奨学金希
ただし学内選考 ・書類選考
望届を提出
なし（一括申請)

Submit a
Required
・Required a recommendation from the
scholarship
(without Campus ・Document Screening academic adviser upon success of nomination
application via eselection)
・For details,cleck here
mail

・学部生、大学院生
・日本語指導者を目指す者
・2017年度日本語教育能力検定試験合格
者（結果通知必要）

―――

応募方法

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

対象

採否
結果

・推薦決定後,指導教員からの推薦が数日で
必要
・詳細はこちらをクリック

7
JAPAN EDUCATIONAL
EXCHANGES and SERVICES
【for students aiming for Japanese
language teachers】

（公財）日本国際教育支援協会
【JEES留学生奨学金
（修学）】

・Regular Student
・Students aiming for Japanese language
teachers

―――

\50,000/month

Within 2 years

April 20th (Fri)
am9:00

1人

・学部2年以上、大学院生（2018年4月1日
時点）
・成績評価係数2.60以上
・一定の条件のもと併給可

―――

30,000円/月

最長 2年間

4月20日（金）
am9:00

E-mailで奨学金希
必要
望届を提出

・書類選考

1 person

・2nd Year and over （Undergraduate）
・1st Year and over (Graduate)
・Grading coefficient over2.60
・Combined payment possible
（as of April 1st, 2018）

―――

30,000/month

Within 2 years

April 20th (Fri)
am9:00

Submit a
scholarship
Required
application via email

・Required a recommendation from the
・Document Screening academic adviser upon success of nomination
・For details,cleck here

2人

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
・修士課程１年生（2018年4月入学のみ）
国(香港,ﾏｶｵ含),ﾈﾊﾟｰﾙ,ﾊﾟｷ
・通信技術、情報処理技術関係専攻
ｽﾀﾝ,ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ,東ﾃｨﾓｰﾙ, 120,000円/月
・人文、社会科学等専攻（研究に「通信や情
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ,ﾌﾞｰﾀﾝ,ﾌﾞﾙﾈｲ,ﾍﾞﾄﾅﾑ,
報処理」が活用される者）
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

2年間

4月20日（金）
am9:00

E-mailで奨学金希
必要
望届を提出

・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
・日本の通信関連企業就職希望者

2 years

April 20th (Fri)
am9:00

Submit a
scholarship
Required
application via email

・Document Screening

・Required a recommendation from the
academic adviser upon success of nomination
· Job seekers for Japanese
telecommunications companies

E-mailで奨学金希 必要
望届を提出
（一括申請)

・書類選考

・推薦状が必要

Japanese

日本語

―――

・推薦決定後,指導教員からの推薦が数日で
必要
・詳細はこちらをクリック

8
JAPAN EDUCATIONAL
EXCHANGES and SERVICES
【by donations】

（公財）日本国際教育支援協会
【ドコモ留学生奨学金】

Japanese

日本語

9

JAPAN EDUCATIONAL
EXCHANGES and SERVICES
【Docomo】

Japanese

（公信）石森記念北米友好奨学基金 日本語

2 people

―――

・1st Year (Master's Students)
（201804admission）

India,Indonesia,Korea,Cambo
dia, Singapore, Sri Lanka,
Thailand, Taiwan,
China,(Including Hong Kong,
Macao)Nepal, Pakistan,
\120,000/month
Bangladesh, East Timor,
Philippines, Bhutan, Brunei,
Vietnam, Malaysia,
Myanmar, Maldives,
Mongolia, Laos

・大学3年生以上
・大学院生(修士・博士）
・東京都内在住者

アメリカ合衆国、カナダ

50,000円/月（学部生）
70,000円/月（院生）

United States of
America,Canada

・Within 2
years(Undergrad
\50,000/month(Undergradu uate and
ate)
Master's
April 20th (Fri)
\70,000/month(Grad
Students)
am9:00
Students)
・Within 3
years(Doctoral
Students)

10

Ishimori memorial North American
Friendship Scholarship

Japanese

―――

・3rd Year and over (Undergraduate)
・Graduate（Master・Doctor）
・Citizen of Tokyo

2

・2年以内（学部
及び修士課程） 4月20日（金）
・3年以内（博士 am9:00
課程）

Submit a
Required
・A nominee needs to submit all the required
scholarship
(without Campus ・Document Screening documents by April 30
application via eselection)
・A recommendation letter is required
mail

２０１８年度（平成３０年度） 私費外国人留学生奨学金募集情報

更新日 20180413

Scholarships for Privately Financed International Students （AY2018）

＊国際課より4/13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。
＊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）

＊個人応募の奨学金に関しては奨学金希望届は受け付けません。ご自分で応募資格を確認し、書類を揃えて財団へ送付して下さい。
奨学財団名

言語能力

Name of Foundation

八王子市外国人留学生奨学金

No

推薦者枠

対象

国籍・地域

支給金額/月

支給期間

Language Students to be
Proficiency nominated

Qualifier

Designated Countries

Stipend/Month

Duration

日本語

・学部生、大学院生
・八王子市在住、八王子市在学（日野、荒
川キャンパスは対象外）

10,000円/月

1年間

一括申請

―――

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
Application Deadline How to Apply
of Scholarship
Foundation
Application
・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日以上参加すること
・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
4月25日（水）
E-mailで奨学金希 必要
・受給中に市外へ転居した場合、受給資格を
・書類選考
am9:00
望届を提出
（一括申請)
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
申請締切

11

Hachioji City Scholarship

Japanese

・Regular student
all applicants will be
・Citizen of Hachioji city
nominated
・Your MainCampus in Hachioji city

・応募者多数の場合は国籍、日本語能力による優先順位あり。その後公開抽選。

（公財）長坂国際奨学財団

日本語

2～3名

―――

1 year

\10,000/month

April 25th (Wed)
am9:00

応募方法

・The application form is available at the
International Affairs Office.
・Participate in local exchange activities more
than 3 days
・Person who lives and studies ｉｎ Hachiouji
Submit a
Required
city
scholarship
(without Campus ・Document Screening ・Required to join volunteer when a ｄｉｓａ
application via eselection)
ｓｔｅｒ has occurred.
mail
・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

・一度受給した方は、再度応募はできません。 ・日本語能力試験等受験実績ある学生は結果通知（写し）が必要。

・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 50,000円/月
ンマー、ラオス、
カンボジア

1年間

4月25日（水）
am9:00

E-mailで奨学金希
必要
望届を提出

・書類選考
・推薦状が必要
・面接（7月末～8月上
・詳細はこちらをクリック
旬）

・2nd,3rd,4th Year (Undergraduate)

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

1 year

April 25th (Wed)
am9:00

Submit a
scholarship
Required
application via email

・A recommendation letter is required
・Document Screening
・For details,read more
・Interview

・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 150,000円/月
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

1年間

4月25日（水）
am9:00

E-mailで奨学金希
必要
望届を提出

・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（通常指導教員）必要
・健康診断書が必要

・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,
\150,000/month
Democratic Republic of the
Congo, Sudan, Chad,
Mauritania, Mozambique,
Azerbaijan, Uzbekistan,
Kazakhstan, Turkmenistan,
Myanmar,Indonesia,Malaysia,
Brunei,Vietnam

1 years

April 25th (Wed)
am9:00

Submit a
scholarship
Required
application via email

・Document Screening

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

12
NAGASAKA International
Scholarship Foundation

（公財）日揮・実吉奨学会
第三種

Japanese

日本語

2～3 people

１人

\50,000/month

13

JGC-S Scholarship Foundation

Japanese

1 person

3

採否
結果

２０１８年度（平成３０年度） 私費外国人留学生奨学金募集情報

更新日 20180413

Scholarships for Privately Financed International Students （AY2018）

＊国際課より4/13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。
＊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）

＊個人応募の奨学金に関しては奨学金希望届は受け付けません。ご自分で応募資格を確認し、書類を揃えて財団へ送付して下さい。
奨学財団名

言語能力

Name of Foundation

（公財）日揮・実吉奨学会
第二種

No

推薦者枠

国籍・地域

支給金額/月

支給期間

申請締切

Language Students to be
Proficiency nominated

Qualifier

Designated Countries

Stipend/Month

Duration

Application Deadline How to Apply

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）
・2019年3月まで在籍する学生

250,000円/年

1年間

5月16日（水）
am9:00

E-mailで奨学金希
必要
望届を提出

・書類選考

過去に受給した方は応募できません。

1 person

・Undergraduate,Graduate
・Science course
（Including Medicine, Dentistry, Pharmacy）
(Except for Agriculture, Veterinary,
Fisheries science)
・Students enrolled until March 2019

\250,000/year

1 year

May 16th (Wed)
am9:00

Submit a
scholarship
Required
application via email

・Document Screening

Students who have received this scholarship
can not apply again.

詳細はこちらをクリック

―――

応募方法

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

対象
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JGC-S Scholarship Foundation

（一社）実践桜会

Japanese

―――

日本語

―――

・女性
・学部生、大学院生（2018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30年5月1日
（火）必着

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(6/24)

Japanese

―――

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

Not specified

\40,000/month

1 year

May 1st (Tue)
No later than to
Foundation

Send all
documents to the
Foundation
directly

Not
Required

・Document Screening
For details, read more
・Interview

―――

・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
指定なし
学及び経営学等
・38才以下（2018年4月時点）

5月1日（火）15時
財団書類必着

4月26日（木）17時
WEBエントリー（必
須）締切

不要
/個人応募

・書類選考
「Web提出」と「原本の郵送」の両方が必須
・面接（6月下旬～7月 詳細はこちらをクリック
中旬）

Not specified

15

（公財）大塚敏美育英奨学財団

日本語
英語

Otsuka Toshimi Scholarship
Foundation

Japanese
English

―――

・Regular Student（except ｆｏｒ
Undergraduate students 1,2）
・Medicine, Pharmacy, Nutrition, Physical
Education, Business Administration
・under 38 years old(as of April 1st, 2018)

日本語

―――

・人文・社会科学
・修士論文学位審査合格者(2016年度
/2017年度)

Japanese

―――

・Humanities、Social Sciences
・Those who obtained Master degree(Apr
2017 ～Mar 2018)

・200万円、150万円、100万
1年間
円/年のいずれか
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（公財）日中友好会館
岸関子賞

1 year

Entry on the Web
May 1sth (Tue)15pm
Site(Required)
No later than to
Deadline17pm
Foundation
26th APR

Not
Required

・Document Screening
For details, read more
・Interview

中国(遼寧省・吉林省・黒竜
最高20万円/件
江省)出身

一括

全ての書類を直
平成30年3月1日
接財団へ送付
（木）～5月31日（木）
(消印有効)

不要
/個人応募

・書類選考

China(Liaoning,Jilin,Heilongji
Maximum\200,000/case
ang)

Single payment

March 1st (Thu) ～
May 31stThu), 2018

Not
Required

・Document Screening For details, read more

・\2,000,000 or 1,500,000
or 1,000,000/year

詳細はこちらをクリック
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Japan-China Friendship Center
Kishi Sekiko Award

4

Send all
documents to the
Foundation
directly

採否
結果

