貸与型（返済義務あり）
募集期間
JASSO

日本学生支援機構

国民政策金融公庫

第二種奨学金（海外）

教育ローン

条件（対象）

貸与

入学約半年前

2019 年 3 月末に卒業予定/卒業後 3 年以内

貸与月額: 5/8/10/13/15 万円選択制

入学時特別増額貸与奨学金:10/20/30/40/50 万円選択制

通年

入学/在学されている学生の保護者

450 万円以内（年収により条件あり/日本学生支援機構の奨学金と併用可）

給付型（返済義務なし）
団体名

募集期間（締切）

年齢制限（対象）

入学前年 9 月上旬～10 月中旬

文化庁
新進芸術家海外研修制度（長期）

入学前年 8 月上旬

35 歳未満
（芸術家、技術者、評論家、プロデューサーなど）

欧州連合（EU)
エラスムス・ムンドゥス/エラスムス・プラス

入学前年 12 月中旬～1 月下旬
（コースによる）

日本財団

2018 年 7 月 6 日

国際平和学修士コース奨学金制度

修士：35 歳未満

スコア

JASSO 日本学生支援機構
海外留学支援制度（大学院学位取得型）

博士：40 歳未満

TOEFLiBT 100

IELTS 7.0

留学先
制限なし
外務省/安全 Level2 以上対象外

特になし

芸術関連
映画/音楽/舞台芸術メディア等

制限なし

制限なし

コースによる

制限なし

欧州

制限なし（大学卒業後最低 2 年間の実務経験を有する者が望

TOEFLiBT 71

国連平和大学：修士課程

国連平和大学(コスタリカ)

マニラ大学：フィールドワーク

マニラ大学(フィリピン)

日本の大学を卒業、または 2019 年に卒業見込

Asian Peacebuilders Scholarship (APS)

専攻
制限なし
（芸術の分野除く）

IELTS 5.5

ましい）。

ユニクロ
日本人留学生奨学金プログラム

入学年 3 月上旬

制限なし
（合格し入学が決定している方）

特になし

ビジネス学関連
建築/環境/アートデザイン学関連

ハーバード大学院(米国)

British Council IELTS 奨学金
British Council Japan IELTS Award

入学年 6 月下旬

制限なし

IELTS 6.0

制限なし

制限なし

ETS(Educational Testing Service)
TOEFLⓇテスト奨学金（2019 年開催未定）

未定

制限なし

特になし

制限なし

ETS が定める大学院

日本政府/IMF（国際通貨基金）共同
スカラシップ（JISP）

入学前年 12 月 31 日

34 歳までに博士課程を修了できること
（マクロ経済学博士課程に在学中/同課程に出願中の者）。

TOEFLiBT 80

マクロ経済学（博士課程）

制限なし

日本政府/世界銀行 共同大学院奨学金制度
日本人向け特別枠

入学年 4 月上旬

制限なし
（学士号取得後 3 年以上の職業経験必須）

特になし

開発学関連分野

制限なし

公益財団法人中島記念国際交流財団
日本人海外留学奨学生

入学前年 8 月上旬
（2018 年 6 月上旬情報公開予定）

30 歳以下

特になし

情報・生命・経営科学

制限なし

公益財団法人平和中島財団
日本人留学生奨学生

入学前年 10 上旬
（2018 年 6～8 月情報公開予定）

制限なし

TOEFLiBT 100

制限なし

制限なし

公益財団法人村田海外留学支援会
海外留学奨学生

2018 年 8 月 17 日（7/2 受付開始）

現役大学/大学院生（25 歳以下）、
法学、経済学・経営学、理学、工学各科を専攻必須

特になし
（二次審査にて団体独自の語学試験を受験）

制限なし
他の奨学金の併願可

制限なし

公益財団法人本庄国際奨学財団
海外留学日本人大学院生奨学金

入学前年 10 下旬
（2018 年 9 月情報公開予定）

30 歳以下（修士課程）

特になし

制限なし
（自然災害支援分野は特別枠あり）

制限なし

公益財団法人吉田育英会
日本人派遣留学プログラム

入学前年 10 上旬
（2018 年 8 月情報公開予定）

35 歳以下

TOEFLiBT:
88（理系）
100（文系）

人文/社会/自然科学の各分野
（語学/芸術の実演/制作分野除く）

制限なし

公益財団法人伊藤国際教育交流財団
日本人奨学金

2018 年 8 月 24 日（6/25 受付開始）
（6/25 に願書等ダウンロード開始）

29 歳以下が望ましい（30 歳以上でも応募可）
※30 歳以上の場合は追加書類あり。

特になし

制限なし
（修士課程のみ）

欧米/豪国/ニュージーランド/カ
ナダ/中南米/アジア/アフリカ等

一般社団法人 CWAJ
海外留学大学院女子奨学金

入学前年 11 上旬
（2018 年 6 月情報公開予定）

制限なし
（女性のみ/学生応募可）

TOEFLiBT
88（理系）
98（文系）

IELTS:
5.0（理系）
7.0（文系）

制限なし

制限なし

フルブライト奨学金プログラム
大学院留学プログラム

2018 年 5 月 31 日

日本の大学院在学者
博士号を持たない日本の大学教員または研究者
職務経験を持つ社会金（2018 年 7 月末までに学士号取得者）

TOEFL 80

IELTS 6.0

米国の研究/環太平洋地域の政治・経
済/現代社会の諸問題/
グローバル社会の課題/教育

米国

国際ロータリー財団
ロータリー平和フェローシップ

2018 年 5 月 31 日

学士号取得者
希望する専攻に関連するフルタイムの職歴 3 年以上

進学希望によって異なる

平和と紛争解決関連学位
（提携大学院の専攻に限定）

ロータリー平和センター提携大学
（アメリカ/イギリス/オーストラ
リア/スウェーデン/タイ）

皇太子明仁親王奨学金

2018 年 11 月 22 日（9/3 受付開始）

現役大学生/大学院生

TOEFL92

制限なし

ハワイ大学マノア校

英国政府チーヴニング奨学金

入学前年 11 月上旬
（2018 年 9 月上旬情報公開予定）

制限なし

特になし
（英語力の証明必須）

公衆衛生/気候変動/環境問題/防衛
と安全保障/経済/商業/金融政策

英国

35 歳以下（博士課程）

※各団体の奨学金募集要項は変更される可能性もあるため、詳細は必ず各団体のオフィシャル HP にてご確認下さい。

IELTS 6.0

IELTS 7.0

IELTS:
6.5（理系）
7.0（文系）

IELTS6.5

