
２０２２年度（令和４年度）分　私費外国人留学生奨学金募集情報 最終更新日 2022/6/1

Scholarships for Privately Financed International Students （AY2022） ＊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）

＊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 在日本朝鮮人教育会 日本語
Japanese

―――
・在日朝鮮人学生（学部生のみ）30歳未満
・学習奨励費以外の他の奨学金との併給不可

朝鮮・韓国・日本 ・大学2年生以上：年額20万円
・大学1年生：年額16万円

・2022年4月～2023年3月 個人応募の為
希望届提出不要

直接財団へ郵送
2022年5月28日(土)消印有効

不要
/個人応募

・書類審査
・面接

・詳細はこちらをクリック

日本語
Japanese

新規

・学部1名

・大学院2名

学部：
・2022年4月1日現在、30歳未満の者
・1年生：高校3年次の成績が5段階で3.2以上
・2年生以上：修得総科目の成績評価値が2.7以上
大学院：
・2022年4月1日現在、40歳未満の者
・日本学術振興会の特別研究員でない者

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

・1年間 2022年4月15日
PM5時まで

奨学金希望届を国際課へ提出
（E-mail）

要
・書類選考

・面接
※詳細はこちらをクリック

3
（公財）高山国際教育財団
Takayama International Education
Foundation

日本語
Japanese

大学院生1名

2022年4月1日現在、
・博士前期1・2年生（35歳未満）
・博士後期1・2・3年生（40歳未満）
・オーバードクター不可

原則アジア諸国 ・19万円/月
・2022年4月から2年間

（博士前期2年生・博士後期3
年生は1年間）

2022年4月15日
PM5時まで

奨学金希望届を国際課へ提出
（E-mail）

要
・書類選考(5月25日)

・面接（6月1日）
・結果通知(6月2日)

・詳細はこちらをクリック

4
（公財）本庄国際奨学財団
Honjo International Scholarship
Foundation

日本語
Japanese

―――

・大学院生
・受給中にアルバイトをしない（例外あり）
・2022年9月時点で在籍期間が1年以上あること
・博士前期：30歳までに入学、博士後期：35歳までに入学

・日本以外の国籍であること
・来日していること

① 20万円/月（1～2年間）
② 18万円/月（3年間）

③ 15万円/月（4～5年間）

2022年9月から
1年間～

財団ホームページから応募
・書類審査
・面接

・詳細はこちらをクリック

5
（公財）似鳥国際奨学財団
Nitori Internaitonal Scholarship
Foundation

日本語
Japanese

―――

・学部1,2,3,4年生（2022年4月1日時点）
・修士1, 2年生（2022年4月1日時点）
・留学の在留資格をもつ正規生
・他の奨学金を受給していない者, 但し
 一時奨励金もしくは貸与型奨励金は可。
・過去に応募したことがある者も再応募可。

・日本以外の国籍であること
・在留資格が「留学」の私費留学
生（正規生）
・学部生：24歳以下、院生：26歳
以下
・他の奨学金・学習奨励費併給不
可

・5万円/月 ･2022年10月～2023年9月

応募期間：
2022年5月20日(金)まで

 ※ 財団へ直接応募
　　(エントリーは早めに)

･応募書類は財団HP
　からダウンロード

･WEBテスト
・書類審査
･ 面接

・詳細はこちらをクリック

6

（公財）日本国際教育支援協会

JEES・ドコモ留学生奨学金

JEES Docomo Scholarships

日本語

Japanese
1名

・2022年4月時点、博士前期課程１年生（2022年4月

入学のみ。2021年10月入学者は不可）

・以下の①または②の部門を専攻する者

①通信技術、情報処理技術及びこれに関する部門

②人文・社会科学等の部門を専攻する者で、研究に「通

信や情報処理」が活用されると大学が認める者。

・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（貸与型奨学金は除く）

・在留資格は留学

・インド、インドネシア、韓

国、カンボジア、シンガポー

ル、スリランカ、タイ、台湾、

中国（香港、マカオを含む）、

ネパール、パキスタン、バング

ラデシュ、東ティモール、フィ

リピン、ブータン、ブルネイ、

ベトナム、マレーシア、ミャン

マー、モルディブ、モンゴル、

ラオス

・12万円/月

・2022年4月から2024年３月

まで

(2022年5月以降に渡航する場

合は、渡日月から2024年３月

まで)

2022年5月10日(火)

PM５時まで

奨学金希望届を国際課へ提出

（E-mail）
要 ・書類審査

7 （公財）日揮・実吉奨学会

JGC-S Scholarship Foundation

日本語

Japanese

理工系（医・歯・薬学

系は除く）

1名

・家族帯同者は不可

・研究生も対象、聴講生は対象外

・申請時点で過去に留年したものは不可

・他の奨学金との併給可

・過去に同会の奨学金受給者は対象外

――― ・30万円/年

・2022年7月から11月間

の送金希望月の月末

（この間に退学、休学する

場合は返済要）

2022年5月31日

PM５時まで

奨学金希望届を国際課へ提出

（E-mail）
要

・書類選考

・面接
・詳細はこちらをクリック

8
（公財）守屋留学生交流協会

Moriya Foundation
日本語 2名

・博士前期課程１年生

・博士後期課程

・35歳未満（2022年4月1日現在）

・地理学、歴史学、教育学、他社会科学専攻

・他団体から奨学金を受けていない者

・アジア諸国 ・7万円/月 ・2022年4月～2024年３月
2022年4月15日

PM５時まで

奨学金希望届を国際課へ提出

（E-mail）
要 ・書類選考

9

（公財）インナートリップ国際交流

協会

Inner Trip Foundation

日本語

Japanese
1名

2022年4月1日現在、

・学部生3・4年生（30歳まで）

・博士前期1・2年生（35歳まで）

・博士後期1・2・3年生（35歳まで）

（聴講生、研修生は含まれない）

・他から月額5万円を超える奨学金を受けていない

・東南アジア諸国（台湾含む）
・中南米諸国

・5万円/月

・2022年6月～2024年３月

（期間内に大学・大学院を

卒業、または退学等により

学籍を失った場合や財団が

定めるルールに反した場合

は奨学金の支給は終了）

2022年4月22日

PM５時まで

奨学金希望届を国際課へ提出

（E-mail）
要

・書類選考

・面接
・詳細はこちらをクリック

No

個人応募の為

希望届提出不要

2022年4月1日～30日

不要

/個人応募

　※２０２１年度に本会奨学生であった韓国人留学生で進級した人（継続応募者）及び特別永住者等について　→　個人で応募してください。　応募期間は2022年4月11日(月) 13:00 ～5月13日(金）17:00　本会ホームページから手続きください。

2
（公財）朝鮮奨学会
Korean Scholarship Foundation

不要

/個人応募

1

http://www.kyoikukai.net/syogakukin.html
http://www.korean-s-f.or.jp/02-07.htm
http://takayama-foundation.or.jp/scholarship/
https://www.hisf.or.jp/scholarship/foreigner/
https://www.hisf.or.jp/scholarship/foreigner/
https://www.nitori-shougakuzaidan.com/application/#ryugaku
https://www.jgcs.or.jp/business/international.html
https://www.jgcs.or.jp/business/international.html
https://itf.or.jp/students-recruit
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10
（公財）東京YWCA

「留学生の母親」運動

日本語

Japanese
――― ・学部1，2年生 指定なし

・3万円/月
・2022年4月～2023年３月

・年2回振込（7月末日、1

月末日）

個人応募の為

希望届提出不要

2022年5月6日～12日(消

印有効)

財団ホームページから申込書をダウンロード

・指定の申込書に黒ボールペンで記入

・推薦書（今年度、前年度在籍校の教員推薦

書：推薦者の署名、捺印必須）

・学業成績証明書（コピー不可）厳封

・在学証明書

・作文2通（日本語で黒のボールペンで自

筆）

a)「留学の目的と10年後の自分について」

（原稿用紙2枚：800字以内）

b)「心に残っているできごと」

（原稿用紙1枚半：600字以内）

・合否返信用封筒（定型12㎝ｘ23.5㎝）

自分の住所、氏名を表面に書き84円切手を貼

ること

(応募期間）郵送：2021年5月6日(木)

～ 5月12日(水)（消印有効）

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

11 （一財）清水育英会
日本語

Japanese

・日本語能力試験（JLPT）【N2】以上取得または、

J.TEST実用日本語検定【C級】以上取得

・建築、土木、都市計画等を選考する大学・大学院博士

前期課程に在籍する正規生（学部1年生を除く）

・GPA3.0以上

――― ・5万円/月
・2022年4月～正規の最短

修学期間

2022年5月10日

PM5時まで

奨学金希望届を国際課へ提出

（E-mail）
要

・書類選考

・面接（日本語）
※詳細はこちらをクリック

12
（公財）アジア留学生奨学財団

JGC-S Scholarship Foundation

日本語

Japanese
1名

・文科系大学生（3年次）（支給期間：2年）

（将来自国に帰り教育者を目指す学生を優先）

・他の奨学金の受給不可

・アジア各国 ・5万円/月
・2022年4月～2024年3月

の2年間

2022年4月28日

PM５時まで

奨学金希望届を国際課へ提出

（E-mail）
要

・書類選考

・面接（実施する場合は連

絡します）

※詳細はこちらをクリック

直接財団へ

◆継続申請者

Web提出：2022年3月10日(木)9時

 ～ 4月12日(火)17時

郵送：2022年4月1日(金)

～ 4月14日(木)15時（事務局必着）

直接財団へ

14

（公財）マブチ国際育英財団

Mabuchi International Scholarship

Foundation

日本語

Japanese
―――

・経済的に困窮し就学困難な者（世帯収入500万円未

満）

・正規学部に通う１,２年生

・大学の勉学に必要な日本語能力（概ねN2以上）を有す

る者

・健康で学業成績優秀な者

・在籍大学の推薦を受けられる者

・他の給付金奨学金を支給されていない者

アジア諸国（日本国籍を含む）
入学一時金30万円

10万円/月
2022年4月～2023年3月

個人応募の為

希望届提出不要

財団ホームページから応募

https://isfw.mabuchi.or.jp/scholarship

応募期間

2022年3月1日(火)～4月15日(金)

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

※一次選考後、指導教員からの
推薦書が必要

15
（公財）岩谷国際留学生奨学助成

The Iwatani Naoji Foundation

日本語

Japanese
―――

・ 2022年4月1日時点で

　①博士課程前期（満30歳未満）

　②博士課程後期（満35歳未満）

・自然科学系および関連する分野を専攻している者

・工学、理学、農学全般

・他の奨学金を受けていないこと

・日本語で日常会話ができること

・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

15万円/月 2022年4月から在籍課程修

了まで（最長2年間）

個人応募の為

希望届提出不要

直接財団へ郵送

･応募書類は財団HPからダウンロード

 2021年12月1日(水)～

12月20日(月)まで

（12/20(月)当日消印有効）

不要

/個人応募

・書類審査

・面接（日本語） ・詳細はこちらをクリック

16

（公財）日本国際教育支援協会

JEES留学生奨学金（修学）

JEES Scholarship

日本語

Japanese
3名

・2022年4月時点で学部2年以上、大学院の正規生

・採用された場合の受給期間が2022年4月より1学年相当

以上ある者

・令和3年度の成績評価係数2.60以上

・他にJEES奨学金を受給せず、他団体からの奨学金合計

が月5万円相当以下である者

―――
・4万円/月

・2022年4月から最長２年
2022年5月19日

PM５時まで

奨学金希望届を国際課へ提出

（E-mail）
要 ・書類選考 ※詳細はこちらをクリック

13

（公財）大塚敏美育英奨学財団

Otsuka Toshimi Scholarship

Foundation

日本語

Japanese

英語

English

―――

・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（2022年4月時点）

指定なし
・200万円、150万円、100万円/年のいず

れか
・2022年4月～2023年3月

個人応募の為

希望届提出不要

不要

/個人応募

・書類選考

・面接
・詳細はこちらをクリック

2

https://www.tokyo.ywca.or.jp/peace/ryugakusei/scholarship/
https://www.shimz.co.jp/ikueikai/scholarship/index.html
http://www.assf.or.jp/business/recritment.html
http://www.otsukafoundation.org/
https://isfw.mabuchi.or.jp/scholarship
https://isfw.mabuchi.or.jp/scholarship
https://isfw.mabuchi.or.jp/scholarship
https://isfw.mabuchi.or.jp/scholarship
http://www.iwatani-foundation.or.jp/
http://www.jees.or.jp/foundation/g-scholarship.htm
http://www.otsukafoundation.org/
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17

(公財）日本国際教育支援協会

 Japan Educational Exchanges and

Services

JEES日本語修学支援奨学金

日本語

Japanese
2名

・令和４年10月時点で学士課程、修士課程、博士課程に

正規生として在籍し、6カ月の受給期間がある者

・在留資格「留学」

・2021年7月（第1回）または12月（第2回）に日本国内

で実施した日本語能力試験N1、N2を受験し優秀な成績で

合格した者

・JEESの他の奨学金を受給していない者・併願していな

い者

・他団体から年額60万円（月額5万円）以上の奨学金を

受給していない者

――― ・5万円/月 2022年10月～2023年3月
2022年6月10日（金）

PM5時まで

奨学金希望届を国際課へ提出

（E-mail）
要 ・書類審査 ・詳細はこちらをクリック

18

(公財）日本国際教育支援協会

 Japan Educational Exchanges and

Services

JEES日本語教育普及奨学金

日本語

Japanese
2名

・令和４年10月時点で学士課程、修士課程、博士課程に

正規生として在籍し、6カ月の受給期間がある者

・日本語指導者を目指す者

・在留資格「永住」「留学」、日本国籍を有する者

・2021年度（令和3年度）本協会が実施した日本語教育

能力試験に合格した者

・JEESの他の奨学金を受給していない者・併願していな

い者

・他団体から年額60万円（月額5万円）以上の奨学金を

受給していない者

――― ・5万円/月 2022年10月～2023年3月
2022年6月10日（金）

PM5時まで

奨学金希望届を国際課へ提出

（E-mail）
要 ・書類審査 ・詳細はこちらをクリック

19
（公財）SGH財団

SGH Foundation

日本語

Japanese

学部　1名

博士課程 ２名

・2022年4月1日時点で

　　①学部３年生（27歳未満）

　　②博士課程前期１年（35歳未満）

　　③博士課程後期２年（35歳未満）

・4月入学のみ対象（10月入学者は不可）

・他の奨学金との併給不可

・交流会10/15～10/16, 授与式10/17出席必須

・ASEAN加盟国（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）の国籍を有するもの

・在留資格が留学であること

・①学部、②博士前期

　　：12万円/月

・③博士後期：18万円/月

・2022年4月から２年間 2022年2月28日(月)

17時まで

奨学金希望届を国際課へ提出

（E-mail）
要 ・書類審査 ・詳細はこちらをクリック

20

JEES・T.バナージインド留学生奨

学金

T.Banaji Indian Students

Scholarship

日本語

Japanese
1名 ・正規生 ・インド 10万円/月 在籍課程の修了まで

2021年11月30日(火)

17時まで

奨学金希望届を国際課へ提出

（E-mail）
要

・書類審査

・面接

21

（一財）高久国際奨学財団

Takaku Foundation
日本語

Japanese
―ーー

・令和4年（2022年）4月時点で大学院博士課程在籍

・私費留学生（留学ビザ）

・他の奨学金・助成金等を受けていないこと

・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

こと

・奨学金支給後も財団との通信を継続する意思のあるも

の

・国際理解と親善に関心を持ち、貢献を意図する学生

・財団の定めた行事、月例会（月1回/土曜日）に出席す

ること（必須）

・月末に月例通信として400字のレポートを提出するこ

と（必須）

―ーー
7万円/月

（月例会で手渡し）

・2022年4月～2023年3月

の1年間

個人応募の為

希望届提出不要

直接財団へ郵送（普通郵便）

2021年11月1日（月）～2021年11月30日

（火）

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

22

（公社）日本中国友好協会

　アリアケジャパン奨学金

Japan-China Friendship

Association

日本語

Japanese
―――

･2022年4月時点で大学院に正規私費留学生として在籍

　または2022年4月入学予定者

・研究生、オーバードクターは不可

・2022年4月時点で在籍期間が1年以上あること

・1992年4月2日以降出生の者

・将来、日本と中国の懸け橋となって国際社会に貢献す

る確固たる目標のある者

・他の団体から月額10万円以上の奨学金を受給していな

いこと

・過去に本奨学金の受給を受けていないこと

・研究計画等を説明できる日本語能力を有する者

・社会科学系（法学・政治学関係、商学･経済学関係、

他）

・中国人私費留学生

　(大学院正規学生)

・日本国永住許可保持者は不可
７万円/月

2022年4月から

1年間

個人応募の為

希望届提出不要

最初に本協会HPの奨学金募集ページの「応募

フォーム」で基本情報を登録後、直接財団へ

郵送（一般書留）、持ち込み禁止

2022年11月22日(月)～12月2日(木) 必着

不要

/個人応募

・書類審査

･面接
・詳細はこちらをクリック

3

http://www.jees.or.jp/foundation/jlpt-scholarship.htm
http://jees.or.jp/foundation/jlpt-scholarship.htm
https://www.sgh-foundation.or.jp/scholar/employment/
http://www.takaku-foundation.com/
https://www.j-cfa.com/project/scholarship/


２０２２年度（令和４年度）分　私費外国人留学生奨学金募集情報 最終更新日 2022/6/1

Scholarships for Privately Financed International Students （AY2022） ＊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）

＊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

23

（公財）日本国際教育支援協会

三菱商事留学生奨学金

Mitsubishi Corporation

International Scholarship

日本語(原則)

Japanese

英語(可)

English

　2名

・2022年4月1日時点で以下に該当する正規生

（在留資格が留学である私費留学生）

　①学部3～4年生

　②博士課程前期1～2年生

　③博士課程後期1～3年生

・他の奨学金との併給不可

・過去に本奨学金を受けていないこと

・国際交流を通して社会貢献活動に関心があり、国際社

会の発展に貢献する意欲が強いこと

・受給期間中、通算6カ月以上海外渡航しないこと

・日本以外の国籍であること

（南アジア、東南アジア、アフリ

カ地域からの留学生の採用を優

先）

・学部生：12万円/月

・大学院生：15万円/月

2022年4月から在籍課程修

了まで

2021年12月17日(金)

17時まで

奨学金希望届を国際課へ提出

（E-mail）
要 ・書類審査 ・詳細はこちらをクリック

24
（一財）共立国際交流奨学財団

Kyoritsu International Foundation

日本語

Japanese

学部生　1名

大学院生　1名

・2022年4月1日時点で在籍残期間1年以上の正規生

・アジアから来日している外国人私費留学生

・他の奨学金との併給不可

（支給額6万円/月の場合は月額5万円以下なら併給可）

・研究生は対象外

・アジア国籍（日本以外）
・学部生：６万円または10万円/月

・大学院生：10万円/月
2022年4月から1年間

2021年12月31日(金)

17 時まで

奨学金希望届を国際課へ提出

（E-mail）
要

・書類審査
・詳細はこちらをクリック

25
（公財）岩谷国際留学生奨学助成

The Iwatani Naoji Foundation

日本語

Japanese
―――

・ 2022年4月1日時点で

　①博士課程前期（満30歳未満）

　②博士課程後期（満35歳未満）

・自然科学系および関連する分野を専攻している者

・工学、理学、農学全般

・他の奨学金を受けていないこと

・日本語で日常会話ができること

・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

15万円/月 2022年4月から在籍課程修

了まで（最長2年間）

個人応募の為

希望届提出不要

直接財団へ郵送

･応募書類は財団HPからダウンロード

 2021年12月1日(水)～

12月20日(月)まで

（12/20(月)当日消印有効）

不要

/個人応募

・書類審査

・面接（日本語） ・詳細はこちらをクリック

26

（公財）伊藤国際教育交流財団

Ito Foundation for International

Education Exchange

日本語

Japanese
―ーー

・令和3年（2021年）秋入学、令和4年（2022年）4月入

学の大学院博士（前期）課程（修士課程）の正規生

・2022年4月1日現在、29歳以下の者（30歳以上の者は

追加レポート提出要）

・応募時、日本に居住している者

・住民票の「在留資格」が「留学」または「永住者」

・日本語による意思伝達、文章記述ができること（国内

連絡、郵送のみ可）

・他財団との併給不可

―ーー
・18万円/月

（月例会で手渡し）

・博士前期課程在籍期間

秋入学者：2022年4月～

2023年9月の1年半

春入学者：2022年4月～

2024年3月の2年間

個人応募の為

希望届提出不要

直接財団へ郵送（直接持ち込み禁止）

2021年10月1日（金）～2021年10月31日

（日）当日消印有効（厳守）

角2形封筒またはレターパック

（封筒の裏面右下に「出身国」を記入）

不要

/個人応募

・書類選考

・面接（2022年2月19日

（土）または2月23日

（祝）

・詳細はこちらをクリック

27 日本台湾交流協会日本奨学金留学生
日本語

Japanese
―――

・日本の大学、大学院に在籍中の正規生の外国人留学生

（在留資格は「留学」のみ）

・学部4年生、および、大学院在籍中の研究生（非正規

生）で2022年4月に正規生として進学を予定している学

生

（修士課程、博士課程）（留年不可）

・年 齢：1987年4月2日以降に出生した者

・他の奨学金との併給不可

・台湾（日本在住）
・14万4千円/月（博士前期）

　14万5千円/月（博士後期）

2022年4月～在籍課程の学

位取得までの標準修業期間

（博士前期と博士後期は

別）

個人応募の為

希望届提出不要

直接財団へ郵送＋チェックリストをe-mail

2021年10月29日（金）

消印有効

不要

/個人応募
・書類審査 ・詳細はこちらをクリック

28

（一社）CWAJ

College Women’s Association of

Japan

英語

English
―――

Applicants must:

Be non-Japanese, non-permanent resident women.

Be enrolled in a PhD degree program, but not in the

final year, in the graduate school of a Japanese

university from April 2022 to March 2023.

Be residing in Japan at the time of application.

Submit an essay in English.

All applications must be written in English.

応募者の条件

・外国籍、永住権非所持のつ女性。

・2022年4月から2023年3月、日本の大学の大学院で博

士課程に在籍し、最終学年ではないこと。

・英語で書かれた小論文を提出すること。

以下の方は対象外となります。

学士号取得前に日本で教育（語学留学を除く）を受けた

ことがある者。

CWAJ 奨学金の受給期間中に、他の奨学金制度から 150

万円以上の奨学金を受給している者。

CWAJ 賞の元受賞者および CWAJ の会員。

・日本以外の国籍であること

・永住権を持っていないこと

（女性のみ）

200万円/年
2022年4月から

1年間

個人応募の為

希望届提出不要

Must be postmarked between (inclusive)

Mon. Oct. 11 and Mon. Oct. 18, 2021

sent by regular mail or Letterpack Light

(blue envelope). (NOT acceptable by e-mail)

Any other method will be ineligible.

直接財団へ郵送 (e-mail 不可）

2021年10月11日（月）～2021年10月18日

（月）

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

4

http://www.jees.or.jp/sc-scholarship/index.htm
https://www.kif-org.com/activity/scholarship_zaidan.html
https://www.iwatani-foundation.or.jp/scholarship/
https://www.itofound.or.jp/%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%A5%A8%E5%AD%A6%E9%87%91%E5%88%B6%E5%BA%A6/1-%E5%A4%96%E5%9B%BD%E4%BA%BA%E5%A5%A8%E5%AD%A6%E9%87%91%E6%A6%82%E8%A6%81
https://www.koryu.or.jp/business/scholarship/longterm/detail7/
https://cwaj.org/scholarship/graduate-scholarship-for-non-japanese-women-to-study-in-japan-njg/
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Scholarships for Privately Financed International Students （AY2022） ＊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）

＊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

29 （公財）本庄国際奨学財団
日本語

Japanese
―――

・2022年4月時点で大学院に在籍している者。

　または2022年4月以降に入学を予定している者。

・2022年4月時点で在籍期間が残り1年以上あること。

・修士課程は30歳までに入学したまたは入学予定である

こと。

・博士課程は35再までに入学したまたは入学予定である

こと。

※その他、募集要項をよく確認してください。

指定なし

①200,000円/月

②180,000円/月

③150,000円/月

2022年4月から

          ①1年～2年間

            ②3年間

            ③4年～5年間

個人応募の為

希望届提出不要

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）

(募集期間 2021年 9月1日～10月31日)

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

30 （公財）朴龍九育英会
日本語

Japanese
―――

・大学院に在籍留学生(研究生除く)

･2022年度4/1時、1年以上在籍予定者

･修士課程30歳未満, 博士課程35歳未満

･学士成績GPA3.5程度以上

・仕送り学8万円/月以下

・日本以外の国籍であること

・在留資格が留学であること
・7万円/月

2022年4月から

最長2年間

個人応募の為

希望届提出不要

直接財団へ郵送（角型2号封筒で簡易書留）

2021年10月18日（月）～2021年10月22日

（金）までに財団必着

不要

/個人応募

・書類審査

･面接
国際課に問い合わせください。

31 （公財）似鳥国際奨学財団
日本語

Japanese
―――

・学部生（24歳以下）、大学院修士課程１，２年生、ま

たは博士前期課程（26歳以下）

・日本語による意思伝達が十分可能である者

・日本以外の国籍であること

・在留資格が留学であること
・5万円/月 2022年4月～2023年3月

個人応募の為

希望届提出不要

応募受付期間

11月2日（火）まで

※財団へ直接ホームページから直接ご応募く

ださい

不要

/個人応募

・エントリー選考

・Webテスト

・書類選考-性格検査

・面接

・詳細はこちらをクリック

32 （公財）長谷川留学生奨学財団
日本語

Japanese
2名

・学部2年生以上（2022年4月1日現在）

・大学院生（2022年4月1日現在）

・東京都内に在住、都内の大学に在籍する私費留学生

・学長または学部長の推薦を得た者

・受給期間1年未満の留学生は応募不可

・アジア各国からの外国人留学生 ・大学生： ９万円/月

・大学院生：11万円/月

･2022年4月から

  1年以上、最大2年間
11月5日（金）17時まで

奨学金希望届を国際課へ提出

（E-mail）
要

・書類審査（日本語または

英語）

･面接(日本語)

・詳細はこちらをクリック

33
（公財）渥美国際交流財団

Atsumi International Foundation

日本語

Japanese
―ーー

・大学院博士（後期）課程に在籍し、2023年3月（秋入

学は2023年9月）までに博士号を取得する見込みのある

者（研究員として日本の大学院に在籍する者も含む）

・在籍する大学院研究科（研究室）と居住地の両方が関

東地方にあること

・日本語が堪能であること（応募書類、面接は日本語の

み）

・国際理解と親善に関心を持ち財団の交流活動に積極的

に参加する意志のある者

・受給期間中は正規就業、他の奨学金の併給不可

―ーー
・25万円/月

（月例会で手渡し）

・2022年4月～2023年3月

または

20222年9月～2023年8月

の1年間（継続不可）

個人応募の為

希望届提出不要

直接財団へ郵送

2021年9月1日（水）～2021年9月30日（木）

PM5時までに必着

不要

/個人応募

・書類選考

・面接
・詳細はこちらをクリック

34

東京YWCA「留学生の母」運動

Tokyo YWCA "Japanese Mothers

for International Students"

Movement

日本語

Japanese ―ーー

【特別奨学生募集】

・学部の4年生（2022年卒業予定者）

・他の奨学金を受けていないこと

・日本以外の国籍であること

・在留資格が留学であること
５万円/年 2021年11月15日口座振込

個人応募の為

希望届提出不要

直接財団へ郵送

2021年9月13日（月）～2021年9月25日

（土）

消印有効

不要

/個人応募
・書類審査 ・詳細はこちらをクリック

35
（公財）平和中島財団

Heiwa Nakajima Foundation

日本語

Japanese

学部１名

院生１名

・2022年4月に学部生、院生（正規生）であること。

・博士前期１年生

・博士後期１、２年生

（過去の受給者は対象外）

・日本以外の国籍であること

・在留資格が留学であること
・10万円/月 2022年4月から１年間 9月30日(木)17時まで

奨学金希望届を国際課へ提出

（E-mail）
要 ・書類審査

・詳細はこちらをクリック
・奨学金申込書

・指導教員の推薦書
・履歴書
・身上書

・っ成績証明書

36

（公財）ロータリー米山記念奨学会

Rotary Yoneyama Memorial

Foundation

日本語

Japanese

5名（南大沢＋日野）

1名（荒川）

2022年4月現在、

・45歳未満（生年月日：1977年4月2日以降）

・学部３、4年生

・博士前期 1、2年

・博士後期 2、3年

・他の奨学金との併給不可

・日本以外の国籍であること
・学部生：10万円/月

　大学院生：14万円/月

2022年4月から

1年間または2年間
9月24日（金）17時まで

奨学金希望届を国際課へ提出

（E-mail）
要

・書類審査

・面接
・詳細はこちらをクリック

5

https://www.nitori-shougakuzaidan.com/
http://www.hasegawa-zaidan.or.jp/guideline.html
http://www.aisf.or.jp/jp/news.php?id=60d18d893ebe9
https://www.tokyo.ywca.or.jp/peace/ryugakusei/
http://hnf.jp/shogaku/
http://hnf.jp/shogaku/
http://hnf.jp/shogaku/
http://hnf.jp/shogaku/
http://hnf.jp/shogaku/
http://hnf.jp/shogaku/
http://hnf.jp/shogaku/
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/
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Scholarships for Privately Financed International Students （AY2022） ＊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）

＊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

(公財) 日中友好会館

第10回 日中友好岸関子賞論文

日本語

Japanese
ー

・2020年度(2020年4月～2021年3月)、2021年度(2021年4月

～2022年3月)の間に日本の大学院で修士論文学位審査に合格

していること

・人文・社会科学系を専攻し、日本語で書いた論文であるこ

と

中華人民共和国、東北三省

（遼寧省、吉林省、黒竜江省）

出身の留学生

賞状及び副賞

・最優秀賞30万円

・優秀賞20万円

・奨励賞10万円

ー ー

選考委員会事務局宛に郵送

2022年2月1日(火)～5月31日(火) 当日消印有

効

ー

・書類審査

第1次選考2022年8月頃

最終選考2022年11月頃

授賞式2023年1月頃(予定)

・詳細はこちらをクリック

八王子市

日本語能力試験受験料補助金

日本語

Japanese
ー

・八王子市内に住民登録していること

・在留資格が「留学」

・日本語能力試験（N1）の受験日から1年以内

・日本国内で実施された日本語能力試験（N1）に合格して

いること

・大学や他の期間から、同様の補助金をもらっていないこと

ー 日本語能力試験N1レベル合格で6500円 ー ー

八王子市のホームページから申請書と支払

金口座振替依頼書をダウンロードの上、八

王子市役所 多文化共生推進課あてに郵送ま

たはメール

ー ・詳細はこちらをクリック

（公財）大学セミナーハウス

Inter-University Seminar House

日本語

Japanese
ー ・日本の大学（学部・大学院）等に在籍している留学生 ―――

金賞…表彰状及び賞金　10万円（1本）

銀賞…表彰状及び賞金　5万円（2本）

銅賞…表彰状及び賞金　3万円（3本）

参加賞…図書カード　1千円（50本）

ー ー

論文をメールに添付して

公益財団法人大学セミナーハウス

セミナー事業部に提出

メールに、①名前（フリガナ）、②大学、

③学部・研究科、④専攻 、⑤国籍、⑥性

別、⑦連絡先を明記のこと

ー ・書類審査 ・詳細はこちらをクリック

「ロレアル?ユネスコ女性科学者

日本奨励賞」事務局

Foundation L’OREAL

日本語

Japanese
ー

・生命科学、物質科学の分野選考の博士後期課程在籍または

博士後期課程進学予定の女性

・40歳未満（応募締切日2022年2月28日時点）
―――

・生命科学、物質科学の分野から原則各2

件(2名)、計4件(4名)の受賞者に賞状およ

び奨学金100万円を贈呈

ー ー

当該事務局宛にe-mail

1フォルダに必要書類を格納しパスワードを

かけて大学推奨のファイル送付サービスを

使用すること

2021年11月16日(火)～2022年2月28日(月)

23時59分まで

ー ・書類審査 ・詳細はこちらをクリック

そ

の

他

6

http://www.jcfc.or.jp/blog/archives/17519
https://www.city.hachioji.tokyo.jp/tantoumadoguchi/005/003/p028710.html
https://iush.jp/seminar/2021/04/425/
https://www.loreal.com/ja-jp/japan/articles/commitments/fwis-japanfellow-award2022/

