
各種奨学金案内 
 

出願資格・募集期間等は変更する場合があります。掲示を注意してご覧下さい。 
 

 

１．学部生 

（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 

指名 申し込みは不要。大学が選考し、該当者を指名します。 
留学生アドバイザー

会議 
 

学内選考 
エントリーシート（新年度書類に同封）で申し込んでく

ださい。 

留学生アドバイザー

会議 
 

文部科学省 B 学内選考 
エントリーシート（新年度書類に同封）で申し込んでく

ださい。 

留学生アドバイザー

会議 
文部科学省 

外部奨学金財団 

C 学内選考 

４月時点で当年度に募集が予定されている奨学金は、エ

ントリーシート（新年度書類に同封）に記載してあるの

で、エントリーシートで申し込んでください。 

新規に募集があった奨学金は国際交流センター掲示板

にて告知。申込方法も掲示の内容に従ってください。 

留学生アドバイザー

会議 
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、国際交流センター掲示板にて告知します。 

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、国際交流センター掲示板にて告知します。 

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) 奨学金の額および被推薦人数・採用人数は法政大学の外国人学部留学生の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（国際交流センターへ申込むこと） 
団体名/奨学金名 資   格 奨 学 金 募集時期(予定) 支給期間 採用人数 

☆法政大学国際交流基

金(HIF)外国人学部留学

生奨学金 

公募は行わず、２～４年生は、前年度成績優秀者各

学年２名。１年生は入学試験成績優秀者３名に支給。 

在留資格「留学」 

年額 １００万円 応募制ではない 
年１回 

（６月） 
９名 

新・法政大学１００周年

記念奨学金 

（☆留学生枠） 

学部に在籍する者で、教育上、経済的援助が必要な者 

在留資格「留学」 

私費外国人留学生で、他の奨学金の受給がない者 

※家族滞在など、留学ビザに切り替える予定のない

学生は一般枠で申し込むことができます。詳細は学

生センター厚生課へ。 

 

文系  年額２０万円 

理工系 年額２５万円 

６月下旬 

年２回に分

けて支給 

(8月/11月) 

６６名 

法政大学学生生活支援

奨学金（☆留学生枠） 

学部に在籍する私費外国人留学生１年生で、教育上、

経済的援助が必要な者（「新・法政大学１００周年記念

奨学金」との併願申込が必要です。） 

在留資格「留学」 

年額 １２万円 ６月下旬 

年２回に分

けて支給 

(8月/11月) 

２６名 

☆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 

・学部 4年生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 

学部課程 文系３０万円 

理工系４０万円 

   

６月下旬 年 1回 １名 

 



 

Ｂ．文部科学省の奨学金（国際交流センターへ申込むこと）  
団体名/奨学金名 資   格 奨 学 金 募集時期(予定) 支給期間 採用人数 

☆文部科学省 

国費外国人留学生 

（国内採用） 

学部３年生で満２６歳未満の者。 

受給年次は学部４年生。 

日本国政府が承認する国の国籍を有する者。 

月額１２.５万円

(２００９年度)。

学費は文部科学省

負担 

９月下旬 １年間 募集なし 

☆文部科学省 

私費外国人留学生 

学習奨励費給付制度 

学部に在籍する私費外国人留学生で、（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４.８万円

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。 

月額４.８万円 ４月中旬 

１年間 

６ヵ月 

３ヵ月 

１３名 

３名 

募集なし 

 

Ｃ．学内選考を行う奨学金（国際交流センターへ申込むこと）        ※は前年度からの継続受給者の人数 

奨学金名または団体名 資   格 奨 学 金 
募集時期
(予定) 

支給期間 
被推薦 
人数 

採用人数 

☆(財)三菱ＵＦＪ信託
奨学財団 

学部２年生以上で満３１歳以下の私費留学生で、法学・経
済・経営・社会・人間環境・国際文化・理工・生命科学部。 

月額   ７万円 ４月上旬 卒業まで 募集なし ※1名 

☆(財)アジア留学生奨
学財団奨学生 

東京都内に在学するアジア諸国出身の私費留学生で、文系学
部３年生。帰国後、教育者を目指す者が望ましい。 

月額  ４万円 ４月上旬 ２年間 １名 
   1名   
※  1名  

(財)朝鮮奨学会奨学生 

韓国出身の学部２年生以上で満３０歳未満の私費留学生。

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。 

月額 ２.５万円 ４月中旬 １年間 4名     ３名 

☆(財)髙山国際教育財
団奨学生 

アジア国籍の学部１年生で３０歳未満の私費留学生。月額
５万円以上の他の奨学金との併給は不可。 

月額  １０万円 ４月中旬 ２年間 １名 
１名 

※1名 

(財)小田急財団 
学部１年生に在籍する者で家族の年収合計が７５０万円
（税込）以下であること。 

月額  ２万円 ４月下旬 ４年間 募集なし ※1名 

☆(財)ベターホーム協
会奨学生 

学部２年生で満２７歳未満の私費留学生 月額  ５万円 ４月下旬 卒業まで 募集なし   ０名 



 

奨学金名または団体名 資   格 奨 学 金 
募集時期
(予定) 

支給期間 
被推薦 
人数 

採用人数 

☆JEES 日本国際教育支
援協会 一般 

応募時に学部２年～４年生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 1名 １名 

☆(財)ロータリー米山記
念奨学会 
（次年度の募集） 

次年度４月に学部３～４年次に在籍する私費留学生。 月額 １０万円 ９月 卒業まで ２名   ０名 

☆(財)平和中島財団 
外国人留学生奨学生 
（次年度の募集） 

次年度４月に在籍がある私費留学生。月額３万円以下の併給は

可。 
月額 １０万円 ９月 １年間 １名   ０名 

☆(財)共立国際交流奨
学財団奨学生 
（次年度の募集） 

アジア諸国出身で、次年度に学部２、３年に在籍する私費留学生。 
月額 １０万円 
又は  ６万円 

１１月中旬 
２年間 
又は 
１年間 

１名   ０名 

☆(財)長谷川留学生奨
学財団奨学生 
（次年度の募集） 

東京都に在住するアジア各国出身で次年度に学部３年生に
在籍する私費留学生。 

月額  ８万円 １２月上旬 ２年間 1名 １名 

☆JEES 三菱商事外国人
留学生奨学金 
（次年度の募集） 

次年度４月に学部 3・4年生に在籍する私費留学生 
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 １０万円 １月下旬 卒業まで １名 
１名 

※1名 

☆JEES 豊田通商外国人
留学生奨学金 
（次年度の募集） 

２６歳未満の学部３年生の外国人留学生。 月額 １０万円 １月下旬 ２年間 ２名   ０名 

☆(財)佐川留学生奨学
会私費外国人留学生奨
学生（次年度の募集） 

東南アジア諸国出身の次年度に学部３年生に進学する２７
歳未満の者(他の奨学金との併給不可) 

月額 １０万円 ３月頃 ２年間   ０名   ０名 

 

 

Ｄ．学内選考を行わない奨学金（国際交流センターで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 卒業まで ８名 ０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） 

前年の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、１６５点以上の成績を修めた者 
ただし中国・韓国・台湾以外の出身者は１３５点以上とす
る。 
日本語、日本文学、日本文化などを専攻する者 

月額  ５万円 ２月 ２年間 １名 ０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３・

４年生 
月額  ５万円 ２月上旬 ２年以内  ０名 ０名 

☆新宿区外国人留学生
奨学金 新宿区にある大学に在籍し､かつ新宿区内に居住している

私費留学生。留学生活において経済的支援を必要とする者。 
年額 ２４万円 ５月中旬 １年間  ０名 ０名 

☆八王子市外国人留学
生奨学金 八王子市内に所在する大学に在学かつ市内に居住している

経済的に困っている私費留学生 
年額 １２万円 ５月中旬 １年間  ４名 ３名 

☆(財)佐藤陽国際奨学
財団奨学生 
（次年度の募集） 

東南アジア諸国等(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。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  １２万円 
１１月 
中旬 

２年以内  ０名 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 

(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。 月額  ３万円 秋頃 １年間 

山田長満奨学会 
（次年度の奨学金） 

国内に居住・在学する３５歳未満の者。優秀な学力と穏健な性格を持
ち、心身共に健全な者。外国籍の者は在留資格「留学」であること。
他の奨学金との併給不可。 

月額 １２万円 １１月頃 １年間 

(財)ヨネックススポーツ振興
財団（次年度の奨学金） 

専攻するスポーツで自他ともに認める力量であること。申請時３０歳
未満の者。 

月額 ５万円以内 １２月頃 １年間 

公益財団法人似鳥国際奨学財
団奨学生（次年度の奨学金） 

世界各国から来日している２６歳以下の私費留学生。ほかの奨学金と
の併給不可。 

月額 １１万円 10月中旬 最長２年間 



 

☆公益財団法人ヤマハ発動機
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 

東京ＹＷＣＡ「留学生の母親」
運動奨学金 

日本の大学に在籍する学部１、２年生。主としてアジア、アフリカ、
東欧、ラテンアメリカ地域からの留学生。年間総額３６万円を超える
他の奨学金との併給不可。 

月額 ３万円 ５月上旬 １年間 

 


