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１１月

１月

２月

一般財団法人
坂文種報徳会

・学部，大学院に在籍する正規生
・日本語による意思伝達が可能な者

月額 70,000円
卒業・終了までの期間
（留年は含めない）

可 アジア地域

インド、インドネシア、大韓民国
オーストラリア、カンボジア、

シンガポール、タイ、スリランカ、
台湾、ネパール、中華人民共和国
（香港、マカオを含む）、
パキスタン、フィリピン、
バングラデシュ、ブータン、
東ティモール、ブルネイ、ベトナム、
マレーシア、ミャンマー、

モンゴル、ラオス、モルディブ

平成27年４月から卒業、修了
までの期間
（留年を含めない最長２年）

不可

公益財団法人
帝人奨学会

・平成26年９月または、平成27年４月から博士前期課程に
　進学することが決定している者

月額 50,000円
平成27年４月から博士前期
課程修了月まで
（留年は含めない）

可

公益財団法人
帝人奨学会

・平成26年９月または平成27年４月に博士後期課程に進学
  する者

月額 60,000円
平成27年４月から博士課程
修了月まで

　　　　　　民間団体等奨学金一覧【平成27年度】

         ※毎年募集があるか未定であり，下記以外の奨学金も募集があれば随時通知します。

         ※「対象学生等」に記載された要件は、要件全てを記載しているわけではなく，かつ年度によって募集時期や要件の変更がありますので，必ず募集要項を確認してください。

４月

公益財団法人
フジシールパッケージング
教育振興財団

・学部３年次
・応用化学（プラスティック製品）、機械工学科、電気電子
  工学科、高分子工学科等の工学系およびデザイン関係
　を学ぶ者
・日本語もしくは英語でレポートが可能な者

月額 100,000円

奨学生に採用したときから
2年間を限度
（ただし、各学年の進級時に
応募資格に沿って適正審査
を行い、継続の可否を決定）

不可

公益財団法人
日揮・実吉奨学会
（第Ⅲ種給与奨学生）

・平成27年４月1日現在、博士前期・後期課程に在籍する者 月額 150,000円
修了までの期間
（留年は含めない）

不可
中近東・アフリカ・中央アジア圏
およびメコン地域

公益財団法人
日揮・実吉奨学会
（第Ⅱ種給与奨学生）

・平成27年度に学部、大学院に在籍する者
・研究生は対象となるが、聴講生は対象外
・年度途中の卒業、修了予定者は対象外

年額 250,000万円
原則1年間
特別の事情がある場合は
２年間を限度として延長

可

公益財団法人
佐藤陽国際奨学財団

・平成27年４月の新1年生、編入生
　（学部、博士前期・後期課程）
・日本で就業している親がいない者
・勉学、研究に支障のない日本語能力を有する者

月額 120,000円（学部）

月額 180,000円（博士前期・
　　　　　　　　　　　　　後期課程）

平成27年４月から２年間
ただし、博士後期課程に
ついては、原則、課程修了
までの期間

不可

バングラデシュ、ブータン、
ブルネイ、カンボジア、インド、
インドネシア、ラオス、タイ、
マレーシア、モルディブﾞ、

ミャンマー、ネパール、ベトナム、
パキスタン、フィリピン、
シンガポール、スリランカ、
東ティモール

一般財団法人
上山奨学財団

・学部，大学院に在籍する正規生 年額 200,000円 ４回に分けて支給 可

公益財団法人
朝鮮奨学会

・平成27年4月１日現在、学部２年次以上に在籍する者
・平成27年４月１日現在、大学院に在籍する者
・特別永住者証明書、在留カード（または外国人登録
　証明書）の国籍表示が韓国もしくは朝鮮の者
・平成27年４月１日現在、学部生は満30歳未満、大学院生は
  満40未満の者

月額 25,000円（学部）

月額 40,000円（博士前期課程）

月額 70,000円（博士後期課程）

平成27年４月から1年間
博士後期課程の最長受給
年限は２年間

　　　　　不可

ただし、貸与奨学金
・本会奨学金と同額
未満の給与奨学金は
可

６月

３月

１２月

８月

６月

公益財団法人
横山国際奨学財団

・学部１・２・３年年次に在籍する者
・博士前期課程1年次に在籍する者
・博士後期課程１・２年次に在籍する者

月額 70,000円（博士後期課程）

月額 50,000円（博士前期課程）

月額 30,000円（学部）

原則１年間
ただし、継続申請や再応募
を認めるので２年以上受給
することも可能

不可

公益財団法人
KDDI財団

・博士前期・後期課程に正規生として在籍者する者
・平成27年４月１日現在、年齢が35歳以下の者
・法律、政治、経済、社会、文化、技術の各分野において、
　情報通信またはこれと関連する事項をテーマとした研究
　に取り組んでいる者

月額 100,000円
平成27年４月から６ヵ月
または12ヵ月

           可

ただし、その場合、
併給される奨学金
との合算額が支給
金額を超えないよう
支給金額を減額す
る。

公益財団法人
ロータリー米山記念奨学会

・平成27年4月に学部は３ ・４年次、博士前期課程は１・２
  年次、博士後期課程は２ ・３年次に在籍する者
・昭和45年４月１日以降に生まれた者
・本財団の奨学金を受給したことがある者は対象としない

月額 100,000円（学部）

月額 140,000円（博士前期・
　　　　　　　　　　　　　後期課程）

可

公益財団法人
似鳥国際奨学財団

・平成27年４月に学部３ ・４年次、博士前期課程に在籍
　する者
・平成27年４月１日現在での年齢が学部学生は26歳以下、
  博士前期課程は28歳以下の者
・日本語による意思伝達が十分可能な者

月額 1１0,000円
原則　1年間

選考総合順位により最長
２年間

不可
９月

公益財団法人
平和中島財団

・平成27年４月に正規生として在籍予定の者
　（留年者は対象としない）
・本財団の奨学金を受給したことがある者は対象としない

月額 100、000円 平成27年４月から1年間

         不可

ただし、
月額 30,000円
以下は可

公益財団法人
ヒロセ国際奨学財団

・平成27年10月に正規生として学部、博士前期・後期課程に
  在籍する留年者でない者
・平成27年10月１日現在、35歳以下の者
・日本語による意思伝達が可能な者

月額 150,000円

平成27年10月から半年間
ただし、特に成績優秀な者
および当財団の交流事業
を理解する者については、
その年度ごとに更新し、
最長４年間まで延長可

         不可

ただし、
月額 50,000円
以下は可

アジア諸国

１０月

公益財団法人
交流協会

・平成27年４月に博士前期・後期課程に正規生として進学
  する者及び在籍する者

月額 144,000円（博士前期課程）

月額 145,000円（博士後期課程）

（帰国旅費についても 一定の
  要件の下,支給されます）

平成27年４月から原則
として、それぞれの学位
取得に必要な期間
(留年は含まない）

不可 台湾

一般財団法人
共立国際交流奨学財団

公益財団法人
イノアック国際教育振興財団

・平成27年４月以降学部、博士前期・後期課程に在籍する
  正規生

月額 40,000円
（2年目からは月額 50,000円）

平成27年４月から1年以上
２年以内

不可

・大学院生は平成27年４月からの在籍残期間が同一課程で
  最低２年以上の者
・学部生は平成27年４月からの在籍残期間が最低２年以上
  の者

・共立国際交流奨学財団
　奨学金
　月額 100,000円

・共立メンテナス奨学基金
　奨学金
　月額 60,000円

・共立国際交流奨学財団
　奨学金
　　２年間

・共立メンテナス奨学基金
　奨学金
　　１年間

・共立国際交流
　奨学財団奨学金
　不可

・共立メンテナス
　奨学基金奨学金
　他奨学金が月額
　50,000円以下
　なら可

大韓民国、中華人民共和国、
台湾、香港、モンゴル、
ベトナム、ラオス、カンボジア、

タイ、ミャンマー、マレーシア、
シンガポール、インドネシア、
フィリピン、インド、スリランカ、
パキスタン、バングラデシュ、
ネパール、ブータン、
東ティモール、ブルネイ、
モルディブ

豊田通商留学生奨学金
・平成27年４月に学部３年次に正規生として在籍する者
・平成27年４月に26歳未満の者

月額 100,000円

一般財団法人
日本ガイシ留学生基金

・学部、博士前期・後期課程に在籍する正規生
・平成27年４月１日現在の満年齢が35歳未満であること 月額 120,000円

平成27年４月から2年間
（ただし1年後再選考あり）
上記の期間内に卒業・修了
する場合は卒業・修了まで
の期間

不可

平成27年４月から２年間 不可

中華人民共和国、台湾、
大韓民国、フィリピン、
インドネシア、マレーシア、
シンガポール、タイ、インド、
パキスタン、ネパール、サモア、
ミャンマー、バングラデシュ、
スリランカ、オーストラリア、

ニュージーランド、ベトナム、
パプア・ニューギニア、ラオス、
ソロモン諸島、太平洋上諸島、
カンボジア、モンゴル

公益財団法人
岩谷直治記念財団

・博士前期・後期課程在籍者または平成27年度入学決定者
・博士後期課程３年修了者で博士学位取得のための継続
  在学者
・平成27年４月１日現在での年齢が博士前期課程は満30歳
  未満、後期課程は満35歳未満の者
・日本語で日常の会話ができる者
・年５回開催される奨学生例会に参加できる者

月額 150,000円
（別に学会発表のための旅費など補
助）

平成27年４月から原則
1年間

不可

中華人民共和国、韓国、
モンゴル、台湾、カンボジア、
フィリピン、インドネシア、
ラオス、マレーシア、ミャンマー、

シンガポール、タイ、ベトナム

公益財団法人
名鉄国際育英会

・給付期間に学部、博士前期・後期課程に在籍する正規生、
  もしくはその進学予定者
・日本語による意思伝達が可能な者

月額 80,000円
原則として平成27年４月から
２年以内の在学期間

不可

公益財団法人
豊秋奨学会

・平成27年４月に博士前期課程２年次在籍者で、おおむね35
  歳以下の者
・平成27年度をもって修了予定者

月額 50,000円 平成27年４月から1年間 不可 中華人民共和国

不可

公益財団法人
服部国際奨学財団

・平成27年４月において学部、博士前期・後期課程の最終
  学年でない者
・平成27年３月31日現在、学部学生は30歳未満、博士前期
  課程は35歳未満、博士後期課程は40歳未満
・日本語能力試験１級レベルに達している者

月額 100,000円
平成27年４月から２年間

          可

ただし、併給され
る奨学金の合算
額が100,000円
以上は不可

アセアン諸国

一般財団法人
服部海外留学生育英会

公益財団法人
市原国際奨学財団

・学部、博士前期・後期課程に在籍する正規生 月額 50,000円
平成27年４月から1年間
（ただし、多年度にわたって
更新することもできる）

・学部、博士前期・後期課程に在籍する正規生
・日本語による会話のできる者 月額 50,000円

平成27年4月1日から卒業、
修了する月まで
（留年は含めない）

不可

インド、インドネシア、べトナム、
カンボジア、スリランカ、タイ、
大韓民国、台湾、
中華人民共和国、ネパール、
バングラデシュ、マレーシア、

ミャンマー、
その他東南アジア諸国

トヨタコミュニケーション
　　　　　システム奨学金

・平成27年４月に学部3年次または博士前期課程１年次に
  在籍する者
・情報処理およびこれに関連する分野を専攻する者

月額 100,000円
平成27年４月から２年間
ただし、大学在籍期間中に
限る

         不可

貸与型、一時金は
除く

タイ、ミャンマー、ベトナム

公益財団法人
電気電子情報学術振興財団
（植之原留学生奨励賞）

・電気・電子情報の分野の博士後期課程に在籍する者 　100,000円（1回限り） 可

月額 100,000円
２年以内

公益財団法人
佐藤陽国際奨学財団

・平成27年10月の新1年生、編入生（学部、博士前期・後期
  課程）
・日本で就業している親がいない者
・勉学、研究に支障のない日本語能力を有する者

月額 120,000円（学部）

月額 180,000円（博士前期・後期
                                       課程）

平成27年10月から２年間
ただし、博士後期課程に
ついては、原則、課程修了
までの期間

不可

バングラデシュ、ブータン、
ブルネイ、カンボジア、インド、
インドネシア、ラオス、タイ、
マレーシア、モルディブﾞ、
ミャンマー、ネパール、ベトナム、
パキスタン、フィリピン、
シンガポール、スリランカ、

東ティモール

公益財団法人
大幸財団

・平成27年度に学部2年次以上、博士前期課程２年次以上に
  在籍する者
・過去に本財団の給付を受けた者は対象外

年額 360,000円以内
６月と10月の２回に分けて
給付

可

不可 アジア諸国

ドコモ留学生奨学金

・平成27年４月入学者の博士前期課程1年次に在籍する者
・通信技術、情報処理技術およびこれに関連する部門を専攻
  する者
・日本語でのコミュニケーションが可能な者

月額 120,000円
平成27年４月から2年間 不可

インド、インドネシア、大韓民国
カンボジア、シンガポール、タイ、
スリランカ、台湾、ネパール、
中華人民共和国（香港、マカオ
を含む）、パキスタン、フィリピン、
バングラデシュ、ブータン、

東ティモール、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

アジア諸国

佐川留学生奨学財団

・平成27年４月１日に学部3年次に在籍する者
・平成27年４月１日に博士前期課程に入学する者
・平成27年４月１日に博士後期課程2年次に在籍する者
・平成27年４月１日現在、学部学生は27歳未満、博士前期・
  後期課程は35歳未満の者

月額 100,000円 平成27年４月から2年間 不可

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

公益財団法人
小林国際奨学財団

・平成27年４月１日現在、学部３年次以上に在籍する者
・平成27年４月１日現在、博士前期・後期課程に正規生
  として在籍する者（留年見込みでない者）
・日本語による意思伝達が可能な者
・平成27年４月１日現在で35歳以下の者

月額 150,000円（学部）

月額 180,000円（大学院）

平成27年４月から卒業、
修了まで
（留年は含めない）

月額50,000円を
超える他の奨学金不
可

公益信託
にっとくアジア留学生奨学基金

・平成27年４月に学部３年次および４年次に在籍する者
・平成27年４月に博士前期課程または博士後期課程２年次
  および３年次に在籍する者
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