
大学院生 

（１）奨学金の種類と申し込み方法 

奨学金支給団体 区分 選考種別 申し込み方法 
選考 

法政大学 奨学金支給団体 

法政大学 A 学内選考 

随時、掲示板（市ヶ谷キャンパス（専門職大学院も含む）

は各研究科掲示板、多摩・小金井キャンパスは所属キャ

ンパスの学生生活課）にて告知します。 

申込方法も掲示の内容に従ってください。 

大学院委員会  

文部科学省 B 学内選考 

随時、掲示板（市ヶ谷キャンパス（専門職大学院も含む）

は各研究科掲示板、多摩・小金井キャンパスは所属キャ

ンパスの学生生活課）にて告知します。 

申込方法も掲示の内容に従ってください。 

大学院委員会 文部科学省 

外部奨学金財団 

C 学内選考 

随時、掲示板（市ヶ谷キャンパス（専門職大学院も含む）

は各研究科掲示板、多摩・小金井キャンパスは所属キャ

ンパスの学生生活課）にて告知します。 

申込方法も掲示の内容に従ってください。 

大学院委員会 外部奨学金財団 

D 大学取りまとめ 

学内選考は行わず、応募のあった方すべての書類を大学

を通じて奨学財団に提出します。 

随時、掲示板（市ヶ谷キャンパス（専門職大学院も含む）

は各研究科掲示板、多摩・小金井キャンパスは所属キャ

ンパスの学生生活課）にて告知します。 

申込方法も掲示の内容に従ってください。 

 外部奨学金財団 

E 直接応募 

応募希望者は直接、財団に応募します。 

随時、掲示板（市ヶ谷キャンパス（専門職大学院も含む）

は各研究科掲示板、多摩・小金井キャンパスは所属キャ

ンパスの学生生活課）にて告知します。 

申込方法も掲示の内容に従ってください。 

 外部奨学金財団 

 



 

（２）奨学金一覧 

〈注 意〉 

  (１)応募人数・被推薦者人数・採用人数は外国人大学院留学生の２０１３年度実績です。 

 (２)☆は外国人留学生のみ募集の奨学金です。また、原則、在留資格「留学」の学生が対象となります。 

 

Ａ．法政大学の奨学金 

団体名/奨学金名 資   格 奨 学 金 募集時期(予定) 支給期間 

法政大学大学院奨学金 
学業成績・人物ともに優れ、修学上、経済的援助が必要
と認められる者 

年額 ２０万円 
 

４月中旬 
年１回 

（７月頃） 

法政大学１００周年 
記念大学院特別奨学金 

学業成績・人物ともに極めて優れ、修学上、経済的援助
が必要と認められる者 

文系   年額３０万円 
理工系 年額４５万円 

４月初旬 
年１回 

（７月頃） 

☆法政大学ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｷｬﾘｱ支援
基金による外国人留学生支援
奨励金 

・修士及び博士課程の最高学年に在籍している正規生で、卒

業・修了見込みの者 

・経済的に困窮しており、春学期学費の支払いが極めて困難な

者。 

・春学期学費との差額を自助努力により用意できる者。 

・本学が給付する奨学金及び月額 5万円程度以上の他の奨学金

を受給していない者 

・在学期間中に留級をしていない者 

修士課程 文系１５万 

理工系２５万円 

博士課程 文系５万円 

理工系１５万円 

専門職学位課程 ３０万円 

６月下旬 年 1回 

 

Ｂ．文部科学省の奨学金（各研究科窓口へ申込むこと）  

団体名/奨学金名 資   格 奨 学 金 
募集時期
(予定) 

支給期間 応募人数 
被推薦
人数 

採用 
人数 

☆文部科学省 
国費外国人留学生 
(国内採用) 

大学院に正規生として進学及び在籍する私費留
学生で満３５歳未満の者。日本国政府と国交の
ある国の国籍を有する者。 

月額 １４．４～ 
１４.５万円 
(２０１３年度) 
学費は文部科学省負担 

９月下旬 
正規課程
修了まで 

９名 ２名 ２名 

☆文部科学省 

私費外国人留学生 

学習奨励費給付制度 

大学院在籍の私費留学生で(授業料等を除く)仕送り

が平均月額９万円以下であること。月額合計６．５

万円以上の他の奨学金受給者は応募不可。在日して

いる扶養者の年収が５００万円未満であること。進

路状況調査に協力できる者 

月額 ６.５万円 ４月下旬 
１年間 
６ヶ月 
３ヶ月 

 
６２名 

募集なし 
募集なし 

 

１１名 
― 
― 

１１名 
 ― 
 ― 



 

Ｃ．学内選考を行う奨学金（各研究科窓口へ申込むこと）            ※は前年度からの継続受給者の人数 

 団体名/奨学金名 資   格 奨 学 金 
募集時期
(予定) 

支給期間 
応募 
人数 

被推薦

人数 

採用 

人数 

 ☆(財)朝鮮奨学会奨学生 

韓国人・朝鮮人の私費留学生。当奨学金
と同額未満の他の給与奨学金、貸与奨学
金は受給していても応募できる。（特別永
住者は直接応募） 

修士 月額４万円 
博士 月額７万円 

３月上旬 １年間 １名 １名 
0名 

（直接応
募１名） 

 
金洛洙奨学会 
 

政治学専攻優先、韓国・北朝鮮・日本国
籍の留学生 

月額  ３万円 ５月上旬 １年間 １５名 １０名 １０名 

 
☆JEES 日本国際教育支援 
協会 一般 

応募時に大学院に在籍する私費留学生 
併給６万円以下は可 

月額  ３万円 ５月中旬 ２年以内 １９名 １名 
― 

(辞退) 

 (財)ＫＤＤＩ財団 

大学院修士・博士課程に正規学生として

在籍する２０１３年４月１日現在３５歳

以下である外国人留学生。 

月額 １０万円 ６月上旬 

６ヶ月 

又は 

１年間 

０名 ― ― 

 
☆(財)国際コミュニケーシ
ョン基金 

応募時に修士・博士課程に在籍する法
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に関連
する研究に取り組む者。 

月額 １５万円 ７月下旬 
６ヶ月 
又は 
１年間 

募集なし ― ― 

 
☆(財)ロータリー米山記念 
奨学会 

採用時に ４５歳未満で、修士課程１・２
年目、博士課程２・３年目の私費留学生。 
在留資格「留学」 
他の奨学金との併給不可。 

月額 １４万円 ８月下旬 
正規修業
年限 

２年以内 
９名 １名 １名 

 
☆(財)平和中島財団 
外国人留学生奨学生 

正規課程に在籍する私費留学生で、最短修業
年限を超えない者。併給月額３万円以下は
可。 

月額 １０万円 ８月下旬 １年間 １３名 １名 
 

０名 
 

 
☆公益信託川嶋章司記念 

ｽｶﾗｰｼｯﾌﾟ基金奨学助成金 

私費留学生。他の奨学金との併給は月額

５万円以内であれば可。 
月額 １０万円 ９月下旬 ２年間 ３名 １名 １名 

 
 
☆(財)綿貫国際奨学財団 
奨学生 

アジア太平洋地域諸国出身の私費留学生。他

の奨学金との併給不可。 
月額 １５万円 ９月下旬 ６ヶ月 ※１名 ※１名 ※１名 

 
☆(財)樫山奨学財団 
学習奨励生 

平成２５年度９月１日現在、博士課程(１・

２・３・４年)在籍者の私費外国人留学生 
一時金 １０万円 10月上旬 

１１月 
財団の 
会合時 

１名 １名 １名 



 

 団体名/奨学金名 資   格 奨 学 金 
募集時期
(予定) 

支給期間 
応募 
人数 

被推薦人

数 

採用 

人数 

 
☆(財)牧田国際育英会 
奨学生 

応募時に博士課程１年次に在籍する私費
留学生で、年齢３５才未満の者。土木・
建築系優先。併給が月額５万円以下は可。 

月額 １０万円 11月上旬 ２年以内 募集なし ― ― 

 
☆(財)共立国際交流奨学財
団奨学生 

アジア諸国出身の私費留学生で、在籍残期
間が同一課程で２年以上あること。 

月額 １０万円 11月上旬 
１年間 
または 
２年間 

３名 １名 ０名 

 
☆JEES三菱商事外国人 
留学生奨学金 

２０１３年４月現在、正規生として在籍の者。 
アルバイトに収入を頼る割合の高いもの 
他の奨学金との併給不可。 

月額 １５万円 12月中旬 
最短終業
年限 

※１名
６名 

※

１
名 
１

名 

※１名 
０名 

 ☆(財)旭硝子奨学会 

タイ王国、インドネシア共和、中華人民共
和国又は大韓民国の国籍を有し、修士１年
又は博士１・２年に在籍する者。他の奨学
金との併給不可。 

月額 １０万円 ２月中旬 
最短終業
年限 

２名 １名 ０名 

 ☆(財)かめのり財団 

同大学学部からの修士進学予定者、同大学
院修士課程から博士後期課程へ進学者。人
文科学系および社会科学系の研究分野の
者。出身国の指定あり。 

月額 ２０万円 11月下旬 
最短終業
年限 

１名 １名 ０名 

 
☆(財)佐川留学生奨学会 
私費外国人留学生奨学生 

東南アジア諸国出身の修士１年生･博士２
年生の私費留学生で、３５歳未満の者(他の
奨学金との併給不可) 

月額 １０万円 １月下旬 ２年間 １名 １名  ０名 

 
☆(財)神林留学生奨学会 

私費外国人留学生奨学生 

東・東南アジア諸国出身者で大学院の正
規課程に１年以上在学する私費外国人留
学生。併給不可。 

月額 １２万円 ２月上旬 １年間 
※２名 
５名 

※２名 
１名 

※２名 
０名 

☆(財)ユアサ国際教育学術

交流財団 

外国人留学生奨学生 

２０１２年４月１日現在３５歳以下の大
学院正規終了年限をオーバーしていない
東アジア及び東南アジアの諸国・地域か
らの私費留学生。 

月額 １０万円 11月下旬 １年間 募集なし ― ― 



 

団体名/奨学金名 資   格 奨 学 金 
募集時期
(予定) 

支給期間 
応募 
人数 

被推薦人

数 

採用 

人数 

☆JEESドコモ留学生奨学金 

２０１３年４月入学の大学院修士１年生
で通信技術・情報処理技術関連の専攻ま
たはこれらを活用できる部門を専攻して
いる私費留学生。出身国の指定あり。 

月額 １２万円 ３月上旬 ２年間 ２名 １名 ０名 

 
☆(財)国際日本文化研究交
流財団 

博士秋学期課程の私費留学生。研究内容
に指定あり。他の奨学金との併給不可。 

月額 １２万円 ３月上旬 
正規課程
修了まで 

募集なし ― ― 

電通育英会 
募集時に 30歳未満で大学院修士課程進学
見込の学部４年生。 

月額 ８万円 11月中旬 
修士課程
修了まで
(最長 2年) 

募集なし ― ― 

☆（財）みずほ国際交流奨学

財団 
２０１２年４月時点で３５歳以下の者。
人文・社会科学系を専攻する者。 

月額 １２万円 ２月中旬 ２年間 募集なし ― ― 

（財）同盟育成会 

古野奨学生 

４月時点で修士課程に進学する者でジャ
ーナリズム、マスコミ関係の研究に従事
する者。 

月額 ５万円 ２月下旬 
修士課程
修了まで
(最長 2年) 

０名 ― ― 

松尾金蔵記念奨学基金 
２０１３年４月に修士課程１年・博士課
程１年に在籍し４月１日現在３０歳以下
の者。 

年額 １００万円
（２回に分けて給
付 ６月・１１月） 

２月中旬 
最短終業
年限 

０名 ― ― 

(財)日本証券奨学財団 
平成２４年３月末に修士課程１年次は、
２５歳以下の者。博士課程１年次は２８
歳以下の者。 

修士５万円（自宅外

通学者）４万円（自
学通学者）博士５，
５万円（自学外通学

者） ４，５万円
（自宅通学者） 

11月中旬 
正規課程
修了まで 

募集なし ― ― 

 

大学女性協会 

 

大学院在籍１年以上の女子学生 一時金 ２０万円 ６月中旬 
2014年 
１月 

６名 １名 ０名 

 



 

Ｄ．学内選考を行わない奨学金（各研究科窓口が取りまとめる奨学金） 

 団体名/奨学金名 資   格 奨 学 金 
募集時期 
(予定) 

支給期間 
応募 
人数 

採用 
人数 

 （財）守谷育英会 
東京都内に在学、または居住していて、学
業・人物ともに優秀で、学資の支弁が困難
な者。 

月額 １０万円 ４月 
最短終業 
年限 

14名 １名 

 
☆JEES 日本語能力試験１級成績
優秀者奨学金（略称・日能奨学金） 

平成２３年７月または１２月に日本国内で
実施した日本語能力試験１級を受験し、１
７０点以上の成績を修めた者（中国・韓国・
台湾以外の出身者は１３５点以上）。日本
語、日本文学、日本文化などを専攻する者。 

月額  ５万円 ４月 ２年間 ０名 ― 

 ☆八王子市外国人留学生奨学金 

八王子市内にある大学に在籍し､かつ市内
に居住している私費留学生。地域の交流活
動に参加することが条件。過去に採用され
た者は再応募不可(他の奨学金との併給不
可)。留学在留資格を有する者。 

月額  １万円 ５月下旬 １年間 募集なし ― 

 ☆川口静記念奨学生 
アジア国籍の大学院在籍者または在籍が確定
している者。申請時、３５歳未満の者。 
※書類選考通過者は兵庫県尼崎市にて面接 

年額１４４万円 
（月額１２万
円） 

１２月上旬 １年間 募集なし ― 

 
☆(財)佐藤陽国際奨学財団奨学生 
 

東南アジア諸国等(国指定あり)出身の私費
留学生。他の奨学金との併給不可。（貸与奨
学金については応募可。）日本で就業してい
る親がいないこと。「博士」の学位を取得し
ていないこと。現在、在籍している過程の
在籍期間が１年以上あること。 

月額 １８万円 
１２月 
６月 

２年以内 ０名 ― 

 
☆新宿区外国人留学生 
学習奨励基金 

新宿区に通学、居住する私費留学生。 年額 ２４万円 ５月上旬 
年２回分割 
７月・12月 

２名 １名 

 
☆公益信託石森記念北米友好奨学
基金奨学生 

北米（アメリカ合衆国・カナダ）出身で東
京都内在住の修士・博士課程正規生。 

月額 ７万円 ２月下旬 
最短終業 
年限 

０名 ― 



 

☆JEES ニッポンレンタカー地球
環境奨学金 

首都圏の大学の博士課程秋学期に在籍する
アジアの各国・地域からの私費外国人留学
生。 
地球環境問題を研究課題とする者。月額１
０万円を超える他の奨学金の併給不可。 

月額 １０万円 ３月 １年間 募集なし ― 

全労済給付奨学生 
博士後期課程に在籍する者。法学系・商学
系・経済学系を専攻する者（研究テーマが
協同組合保険、共同組合等） 

年額 ６０万円 ６月上旬 
年２回分割
半年に１回 

０名 ― 

（財）ヨネックススポーツ 
振興財団 

専攻するスポーツ種目において自他ともに
認める力量を有する者・又は青少年スポー
ツ振興の為の指導者を目指している者。申
請時に３０歳未満の者。 

月額５万円以内 １０月 １年間 ０名 ― 

 

 

Ｅ．学内選考を行わない奨学金（直接奨学金団体へ申し込む奨学金） 

 

団体名/奨学金名 資   格 奨 学 金 
募集時期 
(予定) 

支給期間 

☆ＲＡＳＡ事務局 
在日アジア人留学生への 
研究補助 

日本の大学院に在籍するアジア諸国からの研修生・研究生。 
２０１３年４月１日現在、年齢が満３０歳以上の者。 

年額 １０万円 ４月上旬 １年間 

(財)企業家支援財団 将来、事業を起こすことを目指していている者。 
年額１２万～ 
１２０万円 

秋頃 １年間 

☆（財）似鳥国際奨学財団 
奨学生 

世界各国から来日している私費留学生。 
２０１３年４月１日現在で２８歳以下の者。 

月額 １１万円 12月下旬 最長２年間 

☆（財）ヤマハ発動機スポー
ツ振興財団 

将来母国でのスポーツ関連指導者を目指すため、日本の大学に在学
し、スポーツの振興・普及および技能の向上に関わる学問・研究をし
ている外国人留学生。 

月額 １０万円 ９月上旬 最長２年間 

☆(財)渥美国際交流 
奨学財団 

関東地方所在の大学に在籍し、かつ関東地方に居住する日本以外の国
籍を有する外国人留学生。博士課程に在籍する者。 

月額 ２０万円 ９月 １年間 



 

☆(財)末延財団 
博士課程２年次に在学し、研究対象が自国法と日本法の比較に関する
ものである外国人留学生。 

年額 ６０万円 ９月 ２年間 

☆(財)仏教伝道協会 博士課程に在籍している４０歳以下の外国籍の者。 

月額 ２５万円 
(法的に認められ
た付帯家族がある
場合月額３０万
円) 

１１月 １年間 

☆（財）交流協会 修士・専門職・博士課程に進学または在籍する台湾籍の外国人
留学生 

月額 14.4 万円
（修士及び専門
職課程） 
月額 14.5 万円
（博士課程） 

１０月 標準修業 
年限 

☆(財)岩谷直治記念財団 
岩谷国際留学生研究助成金 

東アジア・東南アジア出身の私費留学生。 
専攻分野は自然科学系を中心として、関連する学際的研究。修士課程
は満３０才未満、博士課程は満３５才未満であること。他から奨学金
を受けていない者。 

月額 １５万円 １１月 １年間 

☆(財)高久国際奨学財団 
東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県在住の外国人留学生。博士課程に
在籍する者。 

月額  ７万円 １１月 １年間 

☆ＣＷＡＪ奨学金 
日本の大学院に在籍する日本以外の国籍かつ日本に永住権を持たな
い者。英語と日本語の書く・話す能力を備える者。年額１００万円を
超える他からの奨学金との併給不可。 

年額 １５０万円 １０月 １年間 

☆富士ゼロックス  
小林節太郎記念基金 

アジア、太平洋諸国・地域からの留学生で人文・社会科学を研究して
いる者。博士課程在籍者、または博士課程を修了し、博士号取得の為
に継続して在籍している者。 

年額１２０万円を
限度 

２月 １年間 

☆(財)朴龍九育英会育英生 
韓国籍で大学院に在籍する私費留学生(除研究生)。修士課程は３０歳
未満、博士課程は３５歳未満。理工系優先。他の奨学金との併給不可。 

月額 ７万円 募集なし ― 

☆(財)青峰奨学財団奨学生 
韓国籍を有し、日本の大学２年生以上に在学する者。他の奨学金との
併給不可。 

月額 ７万円 募集なし ― 

 

 


