
 2019年1月16日時点

 番号 財団名
支給額

（対象別）
支給期間 対象地域・国籍 学籍要件 日本語要件 対象者

1
東外大　国際教育支援基金　⾧幸男アジ
ア奨学生

月額8万 1年間 アジア諸国・地域 学部生・院生 有

・学部生または大学院生
・アジア諸国・地域から来日している者
・支給年度4月時点で35歳以下の者
・日本語による意思伝達が可能である者

2
東外大　教育研究振興基金　根石守雄東
南アジア留学生

月額3万 1年間 ASEAN加盟国、東ティモール 学部3年以上・院生 無
・学部生:支給年度の4月時点で、3年次以上に在学する者
・大学院生:支給年度の4月時点で、正規生として在学する者

3
東外大　国際教育支援基金による学部・
大学院留学生奨学生

月額３万 6ヶ月 指定なし 学部生・院生 無

・学部または大学院生（当該年度の休学者を除く）
・在留資格が「留学」であること
・経済的困窮者
・他の奨学金（月額3万円以上）を受給していない者

番号 財団名
支給額

（対象別）
支給期間 対象地域・国籍 学籍要件 日本語要件 対象者

1
私費外国人留学生学習奨励費（学部・
大学院）

月額48,000円
1年間/6ヶ月

（毎年応募可）
指定なし 学部生・院生 無

在留資格「留学」の私費留学生
学部・大学院生

番号 財団名
支給額

（対象別）
支給期間 対象地域・国籍 学籍要件 日本語要件 対象者

1 Bridge Asia Foundation 月額8万 1年間 アジア諸国・地域 学部生 無

・中国・韓国・台湾の国籍またはその他アジア諸国の国籍を有する者
・日本の大学に在籍している原則として学部学生の者
・「留学生ビザ」の保持者
・未婚者・単身者（親兄弟・親戚などと同居していない者）
※他の奨学金を受給していても応募は可能

2 JEES JTグローバル奨学金 月額15万 2年間 アジア諸国・地域 院生 有

・支給年度4月時点修士または博士課程に正規生として在籍(見込み)者
・アジア国籍を有する者
・支給年度4月時点で、満年齢35歳未満
・日本語でコミュニケーションが可能な者

3 JEES 修学奨学金 月額3万 2年間 指定なし 学部2年以上 無
・支給年度4月時点で学部2年次以上に在籍する者
・在留資格が「留学」であること
・採用された場合の受給期間が支給年度4月より1学年相当以上ある者

東京外国語大学独自の留学生向け奨学金

日本学生支援機構（JASSO）による奨学金

東京外国語大学を応募対象校に指定している学外団体の奨学金
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 番号 財団名
支給額

（対象別）
支給期間 対象地域・国籍 学籍要件 日本語要件 対象者

4 JEES 日本語教育普及奨学金（日能） 月額5万 2年間 指定なし 学部生・院生 有

・日本国内で実施した日本語能力試験N1を受験し、170点以上(中国語・韓国
語以外を母語とする者は100点以上)の成績を修めた者
・日本語指導者要請に密接な分野(日本語学、日本文学等)を専攻する者
・在留資格が「留学」である者
・採用された場合の受給期間が支給年度4月より1学年相当以上ある者

5 SGH財団 月額10万 2年間 ASEAN加盟国
学部3年以上・院生※
※博士課程は2年以上

無

・東南アジア諸国(ASEAN加盟国)の国籍を有する者
・支給年度4月1日時点で
1)学部3年次に進学する者
2)修士課程1年次に進学する者
3)博士課程2年次に進学する者
・支給年度4月1日時点で、学部生は27歳未満、大学院生は35歳未満
・秋期入学は対象外

6 アジア留学生奨学財団 月額5万 2年間 アジア諸国・地域 学部3年以上 無
・都内に在学するアジア各国からの留学生
・給付開始時に大学3年生

7 イノアック国際教育振興財団 月額5万 2年以内 指定なし 学部生・院生 無 ・支給年度4月以降に1年以上継続して勉学をする学生

8 大塚敏美育英奨学財団 年額100万～200万 1年間 指定なし 学部生・院生 無
・支給年度4月1日時点で満28歳以下
・経営学専攻の者（発展途上国出身者は国際関係学も含む）

9 かめのり財団 月額20万
修士課程:2年以内
博士課程:3年以内

アジア諸国・地域
オセアニア諸国・地域

院生 有

・大学正規生で大学院での研究を目指す者
・修士課程希望者は支給年3月時点に指定大学の学部を、博士課程希望者は
指定大学の修士課程を卒業または修了予定であること
・研究生は、応募時に大学院入試に合格していること
・アジア・オセアニア諸国出身者
・研究分野は人文科学系・社会科学系
・日本語でコミュニケーションが取れること

10

共立国際交流奨学財団
A）共立国際交流奨学財団奨学金
⇒大学院生対象
B）共立メンテナンス奨学基金奨学金
⇒学部・大学院生対象

A) 月額10万
B) 月額6万

A) 2年間
B) 1年間

アジア諸国・地域 学部生・院生 無

・日本以外のアジア国籍を持つ者
・大学院生は支給年度4月からの在籍残期間が同一課程で最低2年以上の者
・学部生は原則支給年度4月からの在籍残期間が最低2年以上の者（該当する
者がいない場合は1年以上でも可）
・研究生・別科は対象外

11 国土育英会 月額10万 標準就業年限 指定なし 学部生・院生 無
・支給年9月時点で正規生として大学・大学院に在学する留学生
・東京都内での面接が可能な者
・交流会への参加必須
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支給期間 対象地域・国籍 学籍要件 日本語要件 対象者

12 佐藤陽国際奨学財団
学部学生:月額15万
大学院生:月額18万

2年間

ASEAN加盟国、東ティモール
南西アジア諸国（バングラデシュ、ブータン、イ
ンド、モルディブ、ネパール、パキスタン、スリラン

カ）

学部生・院生 有

・ASEAN及び南西アジア諸国の国籍所有者
・学部・大学院に所属する私費留学生
・在留資格「留学: college student」
・日本で就業している親がいない者
・「博士」の学位を取得していない者
・課程の修業期間が奨学金支給開始時より1年以上ある者
・勉学・研究に支障のない日本語能力有する

13
生命保険協会（セイホスカラーシップ）留
学生奨学金

月額10万 2年間 アジア諸国・地域 学部3年以上・修士生 有

・アジア諸国及び地域の国籍を有する者
・支給年度4月に学部正規課程3年次、大学院修士課程1年次に進学する者
・在留資格が「留学」
・日本語による意思伝達が可能な者
・金融業界、特に生命保険に関心のある者

14 タカセ国際奨学財団 月額10万 1年間 指定なし 院生 無
・国際協力に貢献する研究を行う大学院生
・英語による学位取得プログラムに在籍する私費留学生

15 辻国際奨学財団 月額15万 2年間 指定なし 学部3年以上・院生 有

・学部3年次以上、大学院生(研究生不可)
・発展途上国から来日し、日本以外の国籍を有する者
・支給年度4月時点で35歳以下
・日本語のコミュニケーションに支障がない者
・在留資格が「留学」
・受給期間に正規の職(常勤職)に就く予定のない者

16 都築国際育英財団 月額6万 1年間 指定なし 学部生・院生 有
・大学の授業等に適応できるのに十分な日本語能力を有する者
・該当年度4月1日現在、30歳未満の者

17 寺浦さよ子記念奨学会 月額10万 1年間 指定なし 学部生・院生 無 国内在学の留学生

18 豊田通商留学生奨学金 月額10万 2年間 指定なし 学部3年以上・院生 無
・支給年度4月時点で学部3年次、大学院修士課程・博士課程に正規生として在
籍する者
・在留資格が「留学」

19 ヒロセ国際奨学財団 月額15万 1年以内 アジア諸国・地域 学部生・院生 有

・日本以外の国籍を有し，アジア諸国からの来日者
・支給年度4月1日現在で35歳以下の者
・日本語による意思伝達が可能である者
・交流会年4回に出席できる者

20 みずほ国際交流奨学財団 月額10万 2年間 指定なし 学部生・院生 無 正規課程所属の私費留学生
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21 三菱商事留学生奨学金
学部生:月額10万

大学院生:月額15万
学部、修士生:最⾧2年間

博士:最⾧3年間
指定なし 学部3年以上・院生 無

・学部3・4年生、大学院生
・在留資格が「留学」である者
・最短でも1年間受給資格を有する者
・受給期間中に休学の有無にかかわらず6ヶ月以上海外に渡航する予定のない者

22 ユアサ留学生奨学金 月額10万 1年間
フィリピン、ベトナム、タイ、シンガポール、インドネ

シア
院生 有

・支給年度4月時点で修士あるいは博士課程に在籍する予定の者
・在留資格が「留学」の者
・フィリピン、ベトナム、タイ、シンガポール、インドネシアのいずれかの国籍を有する者。
・日本語による意思伝達が可能な者。

23 竜の子財団 月額10万 1年間 アジア諸国・地域 学部生・院生 有

・日本以外の国籍を有する者
・アジア諸国から来日している私費留学生
・該当年度4月1日時点で、35歳以下の者
・日本語でコミュニケーションが取れる者

24 ロータリー米山記念奨学会
学部生:月額10万

大学院生:月額14万
2年以内 指定なし

学部3年以上・院生※
※博士課程は2年以上

無

・支給年度4月に学部課程3・4年、修士1・2年、博士2・3年に在籍する者
・日本以外の国籍を有する者(「日本国籍を含まない二重国籍」及び「無国籍」を
含む)
・在留資格が「留学」、または日本の大学に在籍中で法務大臣から「難民」の認定
を受けている者
・45歳未満の者

25 ロッテ財団 月額18万 2年間 アジア諸国・地域 学部生・院生 有

・日本以外の国籍を有し、主としてアジア諸国から来日している者
・学部または大学院正規課程在学者
・支給年度4月1日時点で35歳以下の者
・配偶者がいる場合、配偶者の年収が500万未満であること
・日本語による意思伝達が可能な者(日本語能力試験N1取得程度）

26 樫山奨学財団 月額12万 2年間 アジア・太平洋地域諸国
院生※

修士は1年生のみ、博士は2年生以
下

無

・日本以外の国籍を有し、アジア・太平洋地域諸国から修学・研究のために来日し
た者
・大学院在学する私費留学生
・修士課程1年次または博士課程1,2年次
・応募時に修士課程は満30歳未満、博士課程は35歳未満の者

27 坂口国際育英奨学財団 月額10万 2年間 指定なし 学部3年以上・院生 無
・直近の4月の新年度に、学部3年次以上または大学院1年次以上に在学する者
・応募時の年齢が、学部生満30歳以下、院生は満35歳以下

28 三井住友銀行国際協力財団 月額15万 2年間
モンゴル・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・タイ・東ティモール・ベ

トナム
院生 無

・東アジア、東南アジアの開発途上国の国籍を有する者(中国・韓国・台湾・香港・
シンガポール・ブルネイを除く)
・日本の大学院で修士課程または博士課程修学者
・在留資格が「留学」の者
・日本人の身元保証人1名を立てられる者

29 三菱UFJ信託奨学財団
学部　月額7万

大学院　月額10万
標準就業年限 ASEAN加盟国 学部2年以上 無

・ASEAN諸国の国籍を有する者
・財団主催行事への出席を優先できる者
・学部２年生以上
・最短修業年限までの給費期間が１年以上見込まれる者
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30 守屋留学生交流協会 月額7万 2年間 指定なし 院生 無
・支給年度4月1日時点で、修士課程1年または博士課程の学生
・専攻分野が地理学・歴史学・教育学・その他社会科学である者
・支給年度4月1日時点で満35歳未満

31 小林国際奨学財団
学部生:月額15万

大学院生:月額18万
学部生・修士:2年間

博士:3年間
アジア諸国・地域 学部3年以上・院生 有

・学部生:支給年度4月現在、3年次以上
・大学院生:支給年度4月現在、正規生として在学し、必要最小限の修業年限
内の者
・日本以外の国籍を有し、アジア諸国からの来日者
・学部または大学院に在籍し、支給年度4月1日時点で35歳以下の者
・日本語による意思伝達が可能である者

32 神林留学生奨学会 月額12万 1年間 アジア諸国・地域 院生 無

・アジア諸国及び地域の出身者
・支給年度4月1日時点で大学院1年次以上に在学する者
・日本政府から奨学金を受けていない者
*学部から大学院課程、または修士課程から博士課程に進学した場合は1年次で
あっても1年以上に在学している者とみなす

33 清和国際留学生奨学会
学部生:月額8万

大学院生:月額10万
2年間

アジア諸国・地域
オセアニア諸国・地域

学部生・院生 無
・アジア・オセアニア諸国地域の国籍所有者
・学部生または大学院生
・応募時に学部生は30歳未満、院生は35歳未満

34 川嶋章司記念ｽｶﾗｰｼｯﾌﾟ基金 月額10万 2年間 指定なし 学部3年以上・院生 無
学部生:支給年度4月に3年次以上に在籍(見込み)の者
大学院生:支給年度4月に修士または博士課程に在籍(見込み)の者

35 前田増三記念奨学基金 月額5万 標準就業年限 指定なし 修士1年生 有
・修士課程一年次
・日本語による意思伝達に堪能である者
・30歳未満の者

36 朝鮮奨学会
学部:月額25,000円
修士:月額40,000円
博士:月額70,000円

1年間 韓国・朝鮮民主主義人民共和国 学部生・院生 無

・日本の大学の正規課程に在籍している韓国人・朝鮮人学生
・在留カード等の国籍表示が韓国もしくは朝鮮である者(本国からの留学生を含む)
・支給年度4月1日現在、学部生は満30歳未満、院生は満40歳未満の者(継続
応募書は除く)

37 ⾧谷川留学生奨学財団
大学院生:月額10万

大学生:月額8万
２年間 アジア諸国・地域 学部生・院生 無

・都内の大学に在籍する者
・アジア各国からの留学生
・都内に在住の留学生
・支給開始年4月から1年以上在籍する留学生

38 東京海上各務記念財団 月額18万 標準就業年限 ASEAN加盟国 院生 無

・ASEAN諸国の国籍を有する者
・日本の大学院修士または博士課程に学位取得を目的とし、正規生として在籍す
る者
・支給年度4月1日時点で、修士課程生は満30歳以下、博士課程生は満35歳
以下
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39 平和中島財団 月額10万 1年間 指定なし 学部生・院生 無
・支給年度4月に応募時と同じ大学の正規課程に在籍予定の者
・在留資格が「留学」

番号 財団名２
支給額

（対象別）
支給期間 対象地域・国籍 学籍要件 対象者

1 実践桜会 月額4万 2年間 指定なし（女子学生のみ） 学部生・院生 無

・大学・大学院に在籍する女子留学生
・研究助成目的のため、帰国後その成果を母国で具体的に発揮する計画を持って
いる者
・近県在住者

2 渥美国際交流奨学財団 月額20万 1年間 指定なし 博士3年 有

・日本以外の国籍を有する者
・博士後期課程在籍者で、支給年3月(秋入学は支給年9月)までに博士号取得
見込の者
・在籍する大学院研究科と居住地の両方が関東地区(東京都、神奈川県、埼玉
県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県)
・日本語が堪能な方
*正規在籍年限を超えている、海外の大学員より博士号を取得するために研究員
等として日本の大学員に在籍する方も含む（海外の大学院より博士号を取得する
者は、支給開始年度翌年6月までに博士号取得見込みの者)

3 伊藤国際教育交流財団 月額18万円 2年以内 指定なし 修士1年 有

・修士課程入学予定者（在籍者不可）
・支給年度4月または支給年土秋入学の者（支給年内(1～12月)に入学予定の
者も可）
・1月末指定日の面接選考を受けられること
・支給年度4月1日現在29歳以下
・応募から渡航まで日本に在住する者
・日本語ができること

4 本庄国際奨学財団 月額15万円～20万円 学位取得期間中 指定なし 院生 有

すべての資格に該当すること
・大学院在籍者
・博士課程在籍者:申請年度に35歳以下の者
・修士課程在籍者:申請年度に30歳以下の者
・大学院修了後、いずれ母国で仕事をする意思のある者
・日本語の日常会話ができる者

学生が直接財団に応募する奨学金（外大に2018年度応募情報が来た財団）



 2019年1月16日時点

 番号 財団名
支給額

（対象別）
支給期間 対象地域・国籍 学籍要件 日本語要件 対象者

5 似鳥国際奨学財団 月額11万円 1年間 指定なし 学部生・修士生 有

学部生:1～4年生
大学院生:修士1、2年生

・日本以外の国籍を有する者
・在留資格が「留学」
・日本国内の住所を有する(居住予定者含)
・博士前期課程、修士博士連続コースに在籍する者
・日本語による意思伝達が十分可能である者
＊博士後期課程および博士課程は対象外

6 青峰奨学財団
学部生:月額5万円
院生:月額7万円

2年 韓国 学部2年以上 無

・韓国籍を有する者
・日本の大学2年生以上に在籍する者（日本の大学で授業を受けている者）
・成績優秀かつ品行方正である者
・学業成就のため経済的援助を必要とする者
* オーバードクター対象外

7 とうきゅう留学生奨学生奨学財団 月額18万円 2年以内 指定なし 院生 無

・支給年度4月に、日本の大学院に在籍または進学する者
・修士:30歳以下の者
・博士:35歳以下の者
＊研究生・オーバードクター不可

8 日本台湾交流協会 国費留学生奨学金と同額 標準就業年限 台湾 研究生・院生 無
台湾国籍
研究生・大学院在籍者および入学予定者
35歳未満


