
                                                                   
 
 
  

      
JASSO 日本学生支援機構 
第一種奨学金（海外大学院学位取得型対象） 
 

 

第一回 6月/二回 9月/三回 12月 JASSOが定める家計収入金額が基準以下であること 修士課程：5万円または 8万 8千円/月 ・ 博士課程：8万円または 12万 2千円/月＋入学金：10万円・20万円・30万円・40万円・50万円の選択制 制限なし 
 

制限なし 
 

国民政策金融公庫 教育ローン 
 
 

通年 入学/在学されている学生の保護者 
 

350万円以内（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） 制限なし 
 

制限なし 
 

TOEFLiBT IELTS 

日本財団  
国際平和学修士コース奨学金制度  
Asian Peacebuilders Scholarship (APS) 
 
 

2021年 8月 13日 
 

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
ましい）。 

71 5.5 30名程度 生活費＋授業料 開発学（アジア対象） 
 

国連平和大学（コスタリカ） 
マニラ大学（フィリピン） 
 

文化庁 
新進芸術家海外研修制度（長期研修） 
 
 

未定 
詳細は後日発表（右記は昨年度の
内容） 

35歳未満  
（芸術家、技術者、評論家、プロデューサーなど） 
 

特になし 60名程度 渡航費＋生活費 芸術関連 
映画/音楽/舞台芸術メディア等 

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 

2021年 8月頃 
（2021年 6月詳細発表予定） 

30歳以下 
（日本国籍または永住権取得者） 
 

指定なし 10名程度 生活費（月 20万円）＋渡航費 
＋授業料（300万円/年上限） 

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 
 
 

2021年 10月頃 
（2021年 6月詳細発表予定） 
 

日本国籍または永住権取得者 90 7.0 15名 20万円/月＋渡航費（最長 2年間） 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 
 

2021年 8月 14日 
（2021年 7月 1日受付開始） 

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） 

4名程度 非公開 法律、経済、経営、理学（数学・物理）、
工学各科 

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 
 
 

2021年 9月頃 
（2021年 6月詳細発表予定） 

35歳未満 
（応募時に日本の大学に在籍してること） 

88（理系） 
100（文系） 

6.5（理系） 
7.0（文系） 
 

5名 生活費（月 20万円）＋渡航費 
＋授業料（250万円上限一括支給） 

人文科学系分野 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 
 
 

2021年 8月頃 
（2021年 6月詳細発表予定） 

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 10名程度 生活費（月約 20万円/月）＋渡航費 
＋授業料（300万円/年上限） 

制限なし 
（MBA/LLM含む） 

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 
 

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 
 

2022年 4月末 
（2022年 2月頃受付開始） 
 

30歳以下（修士課程） 
35歳以下（博士課程） 
 

申請時に既に進学希望大学院に合
格（入学）している 

3－5名 20万円/月（1-2年間） 
18万円/月（3年間） 
15万円/月（4-5年間）から選択 
 

制限なし 
 

制限なし 

一般社団法人 CWAJ  
海外留学大学院女子奨学金 
 
 

2021年 10月頃 
（2021年 7月詳細発表予定） 

制限なしただし 1年間のコースは応募不可 
（女性のみ/学生応募可） 

88（理系） 
98（文系） 

6.5（理系） 
7.0（文系） 
 

2名 
 

300万円 
 

制限なし 制限なし 

公益財団法人松下幸之助記念財団 
松下幸之助国際スカラシップ 
 

2021年 7月末 
（2021年 6月詳細発表予定） 
 

日本の大学・大学院ないしは研究機関に学生・教員・研究員
として在籍する者 
日本国籍 
 

特になし 15名 月額 14万円（2年上限）＋渡航費 人文科学/社会科学 アジア、アフリカ、ラテンアメリカ
諸国 

フルブライト奨学金プログラム 
大学院留学プログラム 

2021年 5月 31日 日本の大学院在学者または、 
博士号を持たない日本の大学教員または研究者または、 
職務経験を持つ社会人（2021年 7月末までに学士号取得者） 
 

80 6.0 20名程度 1年目（授業料 40,000ドル上限）＋生活費 
2年目（授業料 25,000ドル上限）＋生活費 

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 
修士号取得プログラム 
 
 

2021年 5月 15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 100名程度 授業料＋渡航費＋生活費の全額支給 
 

平和と紛争解決関連学位 
（提携大学院の専攻に限定） 

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） 
 

British Council IELTS奨学金 
British Council Japan IELTS Award 
 

2022年 6月頃 
（2022年 1月詳細発表予定） 
 

制限なし IELTS 6.0 
2021年 7月に進学希望大学院に合
格している 
 

4名程度 
 

支給金額：300,000円 制限なし 制限なし 
(IELTSで受験可能な国) 

皇太子明仁親王奨学金財団 
皇太子明仁親王奨学金奨学生 
 
 

2021年 11月 26日 
（2020年 9月 6日受付開始） 

日本国籍を持つ日本の大学または大学院在学者 
 

92 6.5 1名 授業料＋渡航費＋生活費(年間 25,000ドル) 制限なし ハワイ大学マノア校 

経団連国際教育交流財団 
日本人大学院生奨学金 
 
 

2021年 9月 10日 
（2021年 8月 23日受付開始） 

修士・博士両課程在籍期間が通算満５年以内の者 
応募時に財団の指定する日本の大学院（24校）に在学中 
 

92 6.5 2名 
 

年間 350 万円 制限なし 制限なし 
（1名はイギリスの大学院） 

株式会社ファーストリテイリング 
ハーバード大学経営大学院  
日本人留学生奨学金プログラム 
 
 

2022年 4月 
（2022年 1月詳細発表予定） 
 

ハーバード大学経営大学院 （Harvard Business School）修
士課程合格者 

申請時に既にハーバード大学経営
大学院に合格（入学）している 

1名 20万ドル（2年間） 制限なし ハーバード大学経営大学院 

プルデンシャル生命保険株式会社 
Kiyo Sakaguchi奨学金 
 
 

2021年 8月 31日 
（受付中） 

日本にある大学に在籍中 特になし 2名程度 年間 300万円（4年上限） 数学 アメリカ 

 

 

 

https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/kaigai/1shu_gakui.html
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/moshikomi/kaigai/1shu_gakui.html
https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/ippan.html
https://nipponaps.wixsite.com/apsjp
https://nipponaps.wixsite.com/apsjp
https://nipponaps.wixsite.com/apsjp
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/
https://www.bunka.go.jp/shinsei_boshu/kobo/
http://www.nakajimafound.or.jp/koubo.htm
http://www.nakajimafound.or.jp/koubo.htm
http://www.hnf.jp/shogaku/
http://www.hnf.jp/shogaku/
https://www.muratec.jp/ssp/guidance.html
https://www.muratec.jp/ssp/guidance.html
https://www.ysf.or.jp/scholarship/visitor/universal/os_guideline.html
https://www.ysf.or.jp/scholarship/visitor/universal/os_guideline.html
http://www.itofound.or.jp/scholarship-jp
http://www.itofound.or.jp/scholarship-jp
https://www.hisf.or.jp/scholarship/abroad/
https://www.hisf.or.jp/scholarship/abroad/
https://cwaj.org/jp/scholarship/jp-sa/
https://cwaj.org/jp/scholarship/jp-sa/
http://matsushita-konosuke-zaidan.or.jp/works/jpn/promotion_jpn_01.html
http://matsushita-konosuke-zaidan.or.jp/works/jpn/promotion_jpn_01.html
http://matsushita-konosuke-zaidan.or.jp/works/jpn/promotion_jpn_01.html
https://www.fulbright.jp/scholarship/programs/education.html
https://www.fulbright.jp/scholarship/programs/education.html
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https://www.keidanren.or.jp/japanese/profile/prince.html
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https://www.keidanren.or.jp/japanese/profile/ishizaka/index.html
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https://www.uniqlo.com/jp/sustainability/youth/harvard/index.html
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https://www.prudential.co.jp/company/philosophy/contribution/contribution05.html


 
 

 

TOEFLiBT IELTS 

フランス政府 
奨学金留学生制度（文系） 
 

未定 
詳細は後日発表（右記は昨年度の内容） 

1991年 1月 1日以降出生の者 
日本国籍 

留学先（入学予定の学校）による 非公開 学費全額＋滞在費 
修士課程: 月額 700ユーロ 
博士課程：月額 1060ユーロ 
＋留学手当（一括）700ユーロ＋社会保険料 
 
 

言語学・文学/法学 
人文社会科学/芸術・文化/経済・政治 

フランス 

フランス政府 
奨学金制度（理系） 
 

未定 
詳細は後日発表（右記は昨年度の内容） 

1991年 1月 1日以降出生の者 
日本国籍 

留学先（入学予定の学校）による 非公開 学費全額＋滞在費 
修士課程: 月額 700ユーロ 
博士課程：月額 1060ユーロ 
＋留学手当（一括）700ユーロ＋社会保険料 
 
 

数学とその関連領域･物理･化学 
工学･情報通信技術 
地球科学･宇宙科学･環境学 
生命科学･医学･農学 
 

フランス 

スイス政府 
PhD Scholarships 
Arts Scholarships 
 

2021年 11月頃 
（詳細は後日発表） 

PhD Scholarship:修士号取得者（45歳以下） 
Arts Scholarship:芸術分野の若手アーティスト 

留学先による 非公開 CHF 1,920/月 制限なし スイスの州立大学 10校（指定校） 

英国政府 
チーヴニング奨学金 

2021年 11月頃 
（2021年 8月詳細発表予定） 

制限なし 特になし 
（IELTS6.5以上推奨） 

5名程度 授業料＋生活費 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 

ドイツ学術交流会（DAAD) 
研究奨学金（長期） 
 

未定 
詳細は後日発表（右記は昨年度の内容） 

博士課程（PhD）進学予定者 
学部卒業生、博士前期課程在学生または修了生 
修了は学位取得時より 6年、博士（後期）課程進学より３年 

留学先による 非公開 月額 850 ユーロ（学部卒業生） 
月額 1,200 ユーロ（修士号取得者以上） 
＋家賃補助や家族手当（最長 4年間） 
 

制限なし ドイツ 

ドイツ学術交流会（DAAD) 
（留学奨学金） 
 

未定 
詳細は後日発表（右記は昨年度の内容） 

応募の時点で最終の卒業、修了もしくは学位取得時より 6 
年を超えていないこと。 

留学先による 非公開 月額 850 ユーロ（学部卒業生） 制限なし ドイツ 

ドイツ学術交流会（DAAD) 
（芸術奨学金） 
 

未定 
詳細は後日発表（右記は昨年度の内容） 

応募の時点で最終の卒業、修了もしくは学位取得時より 6 
年を超えていないこと（芸術大学の卒業生または卒業見込み
の学生）。 

留学先による 非公開 月額 850 ユーロ（学部卒業生） 音楽/造形芸術/デザイン/映画 
部隊芸術/建築/演劇・ダンス 

ドイツ 

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（JJ / WBGSP） 

2021年 5月 1日 
（2021年 4月 1日頃受付開始） 
 

日本国籍 
（学士号取得後 3年以上の職業経験必須） 
 

申請時に既に進学希望大学院に合
格（入学）していること 

非公開 
(100名程度) 

渡航費＋生活費＋授業料 開発学関連分野 
 

世界銀行指定校推奨 
（必須ではない） 

文部科学省 
トビタテ！留学 JAPAN日本代表プログラム 
 

2021年 2月 26日 
（2021年 2月 1日受付開始） 

現役大学/大学院生（30歳以下） 
留学期間が 1年以内 
2021 年 8 月 10 日（火）～2022 年 3 月 31 日（木）に留学が
開始される計画 
 

留学先（提出する留学計画書）に
よる 

非公開 留学先（提出する留学計画書）による 制限なし 制限なし 

日本政府/IMF（国際通貨基金）共同 
スカラシップ（JISP） 

2021年 12月頃 
（2021年 8月詳細発表予定） 

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） 
 

80 6.0 6名程度  生活費＋授業料 マクロ経済学（博士課程） 制限なし 

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） 
 

2021年 9月上旬～10月中旬 
（2021年 8月頃詳細発表） 

修士：35歳未満  博士：40歳未満 100 7.0 100名程度 89,000～148,000円/月（地域によって異なる） 
＋授業料（250万円/年上限） 

制限なし 
（芸術の分野除く） 

制限なし 

日本の大学を卒業（2021年に卒業見込）＋GPA2.6以上 

欧州連合（EU） 
エラスムス・ムンドゥス（Erasmus Mundus） 
 

2021年 12月頃 
（出願コースによる） 

制限なし 
（出願コースの条件による） 

留学先（入学予定の学校）による 非公開 最高 2万 5,000ユーロ 
留学先（入学予定の学校）による 
 

EMJMD取得コースのみ 
 

欧州連合加盟国 

デンマーク政府奨学金 
デンマーク/日本文化協定プログラム 

 
廃止 

スウェーデン政府 
スウェーデン国際奨学金プログラム 

 
未定 

TOEFLiBT IELTS 

埼玉県 
グローバル人材育成センター埼玉 
埼玉発世界行き奨学金：学位取得コース 
 

2022年 5月頃 
（2021年 8月頃詳細発表） 

１年以上継続して埼玉県に住所を有する者 
日本国籍 
40歳未満 

留学先（入学予定の学校）による 10名 100万円 
 
 

制限なし 制限なし 

埼玉県戸田市 
戸田市海外留学奨学制度 
 

第一回:2021年 7月 5日（6/15開始） 
第二回:2022年 2月 4日（1/14開始） 
 
 
 

埼玉県戸田市民 
日本国籍 
大学/大学院若に在世中または卒業後７年を経過しない人 

留学先（入学予定の学校）による 若干名 授業料及び生活費（1-2年間） 制限なし 制限なし 

群馬県 
ぐんま赤尾奨学財団 
 

2021年 4月 23日 群馬県内の大学（4 年生まで）もしくは短期大学 
に在籍する学生 
日本国籍 
30歳未満 
2021 年 7 月 1 日から、2022 年 6 月 30 日までに 
留学を開始する者。 
 

留学先（入学予定の学校）による 4名 60万円 制限なし 制限なし 

三重県 
三重県国際交流財団 
三重県私費海外留学生奨学金 
 
 

新規募集停止（三重県環境生活部ダイバーシティ社会推進課多文化共生班 TEL:059-222-5974）。 
 

三重県四日市 
四日市市教育委員会 
四日市市科学教育奨学金 

未定 
詳細は後日発表（右記は昨年度の内容） 

四日市市に住民登録を有する者又はその子 
日本の大学若しくは大学院で理科系の学問を学ぶ学生又は
大学若しくは大学院で理科系の学問を学んだ卒業生のうち
未就職の者 
 

留学先（入学予定の学校）による 1名 月額 100,000円（2年間上限） 物理、化学、工学等の学問 制限なし 

広島県 
ヒロシマ平和創造基金 
ヒロシマスカラシップ 
 

未定 
詳細は後日発表（右記は昨年度の内容） 

広島県内在住または出身者 留学先（入学予定の学校）による 5名程度 年間 36万円（2年間上限） 芸術分野 制限なし 
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