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私費留学生対象奨学金一覧
　私費留学生のための奨学金には、本学を通じて応募するものと、奨学団体へ直接個人応募するものがあります。ほとんどの奨学金は、
京都大学の正規生を対象とし、応募は入学後になります。また、奨学金の多くは日本語能力を必要としており、競争率が高いです。以
下の一覧表は2022年３月現在のものです。年度により変更があります。最新情報や応募方法等については、学部・研究科等事務室の
通知等を確認してください。なお、表示の締切時期は、奨学団体に応募する締切です。学内の締切日は、奨学団体の締切日より一ヵ月
以上早くなります。この他奨学金に関する情報はP.21「民間団体の奨学金」を参照してください。
◪……大学を通じて応募する外国人留学生向奨学金:https://u.kyoto-u.jp/ln7va

（注釈）JEES：日本国際教育支援協会
… 直接応募：奨学団体へ直接応募する奨学金
… 日本語能力:
… 　▲：特に条件としない
… 　○：コミュニケーション能力必要。財団による面接が日本語により行われる場合があります。
… 　●：高い日本語能力が必要
… 　Ｅ：英語で応募可能

（2022年3月現在）

奨学金名等 支給対象（概略） 推薦人数 月額支給額（円） 受給期間 日本語
能力＊

奨学団体
締切時期出身地域、専攻分野等 学年、年齢

イオンスカラシップ
インドネシア、カンボジア、韓国、タイ、台湾、中国、
フィリピン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス
出身。宗教系を除く全学部、分野。

30歳以下の学部
35歳以下の修士 6名 月額100,000円

および授業料 最長2年 ○ 4月中旬

SGH財団
東南アジア諸国（フィリピン・インドネシア・シンガ
ポール・マレーシア・タイ・ブルネイ・ベトナム・ミャン
マー・ラオス・カンボジア）出身。

26歳以下の学部3年/医学
部5年。34歳以下の修士1
年/博士2年/医学博士3年。

学部：1名
修士：1名
博士：1名

学部・修士：120,000
博士：180,000 2年 ○ 4月中旬

山岡育英会 東アジア、東南アジア地域出身。
工学・農学分野。

34歳以下の修士1年・
博士2年 2〜3名 100,000 2年 ○ 4月中旬

東京海上各務記念財団
ASEAN奨学生 ASEAN諸国出身 30歳以下の修士

35歳以下の博士 1〜2名 180,000 最短修業年限 ○ 4月中旬
橋本循記念会 東アジア地域出身。人文科学系。 学部・修士・博士 若干名 100,000 最短修業年限 ○ 4月下旬
樫山奨学財団 アジア・太平洋地域出身 29歳以下の修士1年

34歳以下の博士1〜2年 1名 120,000 最長2年 ○ 4月下旬

住友電工グループ社会貢献基金 理工系（電気系、機械系、材料系、化学系又は
物理系等） 修士1年 1名 100,000 2年 ○ 4月下旬

西村留学生奨学財団 大阪府在住。南西アジア、東南アジア、東アジ
ア地域出身。

学部3年・修士1年・博
士1年 1〜2名 120,000 学部・修士：最長2年

博士：最長3年 ○ 4月下旬
10月下旬

フジシールパッケージング
教育振興財団

パッケージに関連のある分野（化学、機械、電
気電子、パッケージデザイン、リベラルアー
ツ、マーケティングなど、パッケージに関連す
るあらゆる分野）

学部3年 1名 100,000 2年 ▲ 4月下旬

JEES・三井不動産奨学金
中国、台湾、シンガポール、タイ、マレーシア、ベトナム、
フィリピン、インドネシア、インド、ネパール出身　文学、
法学、政治学、経済学、商学、社会学、理学、工学

学部3〜4年、
修士、博士 3名 150,000 最長2年 ○ 4月下旬

大塚敏美育英奨学財団奨学生 医学・薬学・工学（ただし医学・薬学に関連の
深い分野）・経営学

37歳以下の学部3年
以上・修士・博士 直接応募

一括200万円、
150万円、または

100万円
1年

継続可 E 4月下旬

国際日本文化研究交流財団 日本文化を研究テーマとする文系 博士またはこれに準ずる者 1名 100,000 最長3年 ● 5月上旬

朝鮮奨学会 韓国人・朝鮮人学生 29歳以下の学部2〜4年
39歳以下の修士・博士

学部：1名
修士・博士：3名

学部：25,000
修士：40,000
博士：70,000

学部・修士：1年
博士：最長2年 ○ 5月上旬

ウシオ財団外国人留学生奨学生 中国出身 修士・博士 直接応募 120,000 最短修業年限 ○ 5月上旬
双日国際交流財団奨学金助成 国籍の割合考慮 29歳以下の学部3年以上

34歳以下の修士・博士 2〜4名 学部：70,000
修士・博士：100,000 最長2年 ○ 5月上旬

みずほ国際交流奨学財団 理工系（医薬系対象外）
在籍残期間が2年以上の者

35歳以下の学部・
修士・博士 3名 100,000 最長2年 E 5月中旬

味の素奨学会
AJINOMOTO SCHOLARSHIP

アジア、アフリカ、南米地域出身。
食・栄養・保健分野。 29歳以下の修士・博士 － 150,000 最長2年 E 5月中旬

JEES ドコモ留学生奨学金

インド、インドネシア、韓国、カンボジア、シンガポー
ル、スリランカ、タイ、台湾、中国（香港、マカオを含
む）、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティ
モール、フィリピン、ブータン、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
出身。通信・情報処理技術および関連分野

修士1年 2名 120,000 2年 ○ 5月中旬

京都市国際交流協会
張鳳俊奨学基金 アジア地域出身 学部2年以上・修士・博士 1名 50,000 1年 ○ 5月中旬
JEES留学生奨学金

（少数受入国） 少数受入国出身者 学部・修士・博士また
は交換留学生 － 50,000 最長2年 ○ 5月中旬

JEES 日本語教育普及奨学金
（日能）

日本語能力試験1級合格者。
日本語指導者を目指す者。 学部・修士・博士 3名 50,000 最長2年 ● 5月中旬

JEES日本語教育普及奨学金
（検定） 日本語教育能力検定試験合格者 学部・修士・博士 1〜3名 50,000 最長2年 ● 5月中旬

JEES 留学生奨学金（修学） 学業成績優秀者（前年度の成績評価係数2.60以上） 学部2年以上・修士・博士 3名 40,000 最長2年 ○ 5月中旬
同盟育成会 古野給与奨学金 ジャーナリズム・マスコミ関係分野 修士1年 1名 60,000 最長2年 ○ 5月中旬
清水育英会 建築、土木または都市計画等を専攻 学部2〜4年・修士 1名 50,000 最短修業年限 ○ 5月中旬

三菱UFJ信託記念奨学財団
法学・経済学・理学・工学・農学・エネルギー科学・情報
学・生命科学・地球環境・法科・公共政策・経営管理の
学部・研究科所属。東南アジア地域出身。

31歳以下の学部2年次以上
38歳以下の修士・博士

学部：1名
修士・博士：1名

学部：70,000
修士・博士：100,000 最短修業年限 ○ 5月下旬

文部科学省外国人留学生
学習奨励費 学部・修士・博士・研究生 － 学部・修士・博士：

48,000円 1年 E 5月下旬
国土育英会 学部・修士・博士 1名 100,000 最短修業年限 E 5月下旬
村田海外留学奨学会 法学、経済学、工学分野 学部2年以上・修士・博士 5名 年額150,000 1年 ○ 7月上旬
井内アジア留学生記念財団

「大学（院）在籍留学生奨学金」
ASEAN諸国（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・ベトナム・マレーシア・
ミャンマー・ラオス）出身

26歳以下の学部、 
34歳以下の修士・博士 若干名

月額30,000円、 または月額
40,000円（ダブルディグ
リープログラムの奨学生）

最短修業年限 ▲ 7月中旬 
1月中旬

井内アジア留学生記念財団
「渡日前大学院留学生奨学金」

ASEAN諸国（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・ベトナム・マレーシア・
ミャンマー・ラオス）出身

34歳以下の修士・博士入学予
定者 応募日現在において、
ASEAN諸国に在住する者

若干名 月額110,000円およ
び入学料、授業料等 最短修業年限 ▲ 7月中旬 

1月中旬

KDDI財団 法律・政治・経済・社会・文化・技術の分野において
情報通信関連をテーマとして専攻 35歳以下の修士・博士 6名 100,000 6ヶ月または1年 E 8月上旬

KMMFスカラシップ
松下幸之助記念志財団
新奨学金

「日本と諸外国との相互理解」もしくは「自然と人間との
共生」に関する研究テーマ。西アジア、中央アジア、東南
アジア、東アジア、アフリカ、ラテンアメリカ諸国出身。

10月入学の修士 4名
月額120,000円、
入学金、授業料、

及び渡航費
最長2年 E 8月上旬
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奨学金名等 支給対象（概略） 推薦人数 月額支給額（円） 受給期間 日本語
能力＊

奨学団体
締切時期出身地域、専攻分野等 学年、年齢

佐藤陽国際奨学財団奨学生
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、マレーシア、モルディブ、ミャ
ンマー、ネパール、パキスタン、フィリピン、シンガポー
ル、スリランカ、タイ、東ティモール、ベトナム出身

学部・修士・博士 ― 学部：150,000
修士・博士：180,000 最短修業年限 ○ 8月下旬/1

月上旬

上原記念生命科学財団
来日研究生助成金 生命科学・医学・薬学分野 39歳以下の修士・博士 1名 150,000 最長2年 ▲ 9月上旬
野村財団外国人留学生奨学金 人文科学、社会科学系 35歳以下の修士・博士 直接応募 200,000 2年 ○ 9月下旬

東急財団

韓国、中国、モンゴル、台湾、香港、マカオ、フィリピン、
ブルネイ、ベトナム、ラオス、カンボジア、タイ、マレーシ
ア、シンガポール、インドネシア、ミャンマー、ブータン、
ネパール、インド、バングラデシュ、スリランカ、モル
ディブ、パキスタン、アフガニスタン、ロシア、アメリカ、
カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、パプア・
ニューギニア、太平洋上諸島・諸国（フィジー、トンガ等）

修士・博士 直接応募 180,000 最長2年 ○ 9月下旬

ロータリー米山記念奨学会 国籍の割合考慮 44歳以下の学部3年
以上・修士・博士2年以上 6名 学部：100,000

修士・博士：140,000 最長2年 ○ 10月中旬

藤井国際奨学財団 アジア地域出身
25歳以下の学部
30歳以下の修士
35歳以下の博士

1名 50,000 最短修業年限 ○ 10月下旬

平和中島財団 学部・修士・博士 学部：1名
修士・博士：1名 100,000 1年 ○ 10月下旬

伊藤国際外国人奨学金 修士課程入学予定者 修士1年 直接応募 180,000 最長2年 ○ 10月下旬
本庄国際奨学財団 日本以外の国籍 修士・博士 直接応募 150,000〜

200,000 選択 ○ 10月下旬

綿貫国際奨学財団 アジア太平洋地域出身。
国籍・男女数の割合考慮。 修士・博士 3名 150,000 1年

継続・再応募可 ○ 11月上旬
JEES・JX石油開発インドネシ
ア留学生奨学金 インドネシア国籍を有する理学系または工学系 10月入学の修士 ― 月額60,000円および

一時金（200,000円/年） 最長2年 E 11月上旬

イオンスカラシップ（渡日前
アセアン学生用）

ミャンマー、カンボジア出身。宗教系を除く学
部、分野。
渡日後、大学在籍期間に日本語能力3級程度
を目指す意思のある者。

入学年度の4月1日時
点で30歳以下の学部
入学予定者、35歳以
下の修士入学予定者

2〜3名 月額100,000円
および授業料 最長2年 ▲ 11月中旬

日揮・実吉奨学会（第二種） 理工系（農学を含み、医学・薬学除く） 学部・修士・博士・研究生 2名 年額300,000 1年 ○ 11月中旬
似鳥国際奨学財団
留学生奨学生 日本以外の国籍 学部・修士 直接応募 50,000 1年 ○ 11月中旬
日中友好協会アリアケジャパ
ン奨学金

中国出身。社会科学系（法学・政治学関係、商
学・経済関係）。 修士・博士 直接応募 70,000 1年 ○ 11月中旬

堀田育英財団 学部・修士・博士 2名 80,000 最長2年 ○ 11月下旬
JESS豊田通商留学生奨学金 社会科学（法学・経済学）、人文科学、理学・工

学専攻。国籍の割合考慮。 学部3年・修士・博士 3名 100,000 2年 ○ 11月下旬
JEES T. バナージインド
留学生奨学金 インド出身。日本語能力試験3級以上。 学部・修士・博士 1名 100,000 最短修業年限 ○ 11月下旬
JEES大成建設外国人
留学生奨学金

ベトナム、インドネシア、タイ、フィリピン、マ
レーシア、ミャンマー（建築・土木のいずれか）。 学部・修士 1名 150,000 最短修業年限 ○ 11月下旬

大塚敏美育英奨学財団 国籍の割合考慮。医学・薬学・経営学。
38歳以下の
医学・薬学：博士
経営学：修士・博士

医・薬学：2名
経営学：1名

年額1,000,000、
1,500,000、または

2,000,000
1年

継続可 E 12月上旬

エプソン国際奨学財団 工学分野 34歳以下の修士・博士 1名 100,000 最長2年 ○ 12月中旬
川嶋章司記念
スカラーシップ基金 人文・社会・自然諸科学分野 学部3〜4年、修士、博士 1名 120,000 最長2年 ○ 12月中旬
JEES生命保険協会留学生奨学金

（セイホスカラーシップ） アジア地域出身。国籍の割合考慮。 学部3年・修士1年 2名 100,000 2年 ○ 12月中旬

岩谷国際留学生奨学助成 東アジア・東南アジア地域出身。自然科学系。
修士、博士、博士学位
取得のための継続在
籍者

直接応募 150,000 最長2年 ○ 12月中旬

清和国際留学生奨学会 アジア、オセアニア地域出身。国籍の割合考慮。 29歳以下の学部
34歳以下の修士・博士

学部：1名
修士・博士：1名

学部：80,000
修士・博士：100,000 2年 ○ 12月下旬

ジャパンマテリアル
国際奨学財団 ベトナム国籍 学部2〜4年・修士・博士 ― 100,000 1年 ○ 12月下旬
JEESソフトバンクAI人材育成
奨学金

人工知能（AI）分野（情報工学、
情報科学、統計学等） 修士1年 5名

（日本人含む）
月額80,000円および
一時金（40,000円/年） 1年 ○ 1月上旬

ロッテ国際奨学財団 アジア地域出身 35歳以下の
学部・修士・博士 2名 180,000 最長2年 ● 1月上旬/ 

7月下旬
アジア国際交流奨学財団

「川口静記念奨学生」 アジア地域出身 29歳以下の学部
34歳以下の修士・博士 ― 学部・修士：60,000

博士：70,000 1年 ○ 1月中旬

市川国際奨学財団 アジア地域出身（南アジア含む）。
在籍残期間が2年以上の者優先。

29歳以下の学部
34歳以下の修士・博士

学部：4名/
修士・博士：

2〜3名
学部：100,000

修士・博士：120,000
学部：1年/

修士・博士：2年 ○ 8月下旬/ 
1月中旬

安田奨学財団 法学、経済学、経営学及び商学分野 学部2年 2名 100,000 最長3年 ○ 1月中旬

共立国際交流奨学財団 アジア地域出身者。在籍残期間が1年以上の者。 学部・修士・博士
学部：1名

修士・博士：
1名

学部：60,000、
または100,000

修士・博士：100,000
1年 ○ 1月下旬

JEES三菱商事奨学金 国籍の割合考慮 学部3年以上・修士・博士 5名 学部：120,000
修士・博士：150,000 最短修業年限 E 1月下旬

かめのり財団
大学院留学アジア奨学生

ブルネイ、カンボジア、インドネシア、ラオス、マレーシ
ア、ミャンマー、フィリピン、シンガポール、タイ、東ティ
モール、ベトナム、大韓民国、台湾、中国本土、香港、マカ
オ出身。人文科学系および社会科学系分野。

4月入学の修士・博士 1名 200,000 最短修業年限 ○ 2月上旬

竜の子財団 アジア地域出身 35歳以下の
学部2年以上・修士・博士

学部：1名
修士・博士：1名 100,000 2年 ● 2月上旬

橋谷奨学会 インドネシア出身 学部・修士・博士・研究生 2名 100,000 最短修業年限 ○ 2月上旬

服部国際奨学財団 アジア地域出身（東南アジア優先）。日本語能
力検定2級以上。

29歳以下の学部
34歳以下の修士
39歳以下の博士

直接応募 100,000 2年 ● 2月中旬

加藤朝雄国際奨学財団 アジア地域出身 29歳以下の修士
34歳以下の博士2〜3年 2名 修士：130,000

博士：150,000 最長2年 ● 3月上旬
百賢亜洲研究院 Asian Future 
Leaders Scholarship Program

アジア地域出身で、アジアの指定大学の学士
学位取得者

34歳以下の修士入学
予定者 10名 年額25,000 USD 2年 E 3月中旬

帝人久村奨学財団 医学・薬学・バイオ学系、理学系、工学系、情
報学系 修士1年・博士1年 修士・博士：

各1名
修士：50,000
博士：60,000 最短修業年限 ▲ 修士：3月中旬

/博士：9月下旬
JEES石橋財団奨学金 美術史専攻 大学院入学予定者

（研究生含む） ― 150,000 2年 ○ 3月中旬/
6月中旬

小林国際奨学財団（一般） アジア地域出身 35歳以下の学部3年
以上・修士・博士

学部：1名
修士・博士：2名

学部：150,000
修士・博士：180,000

学部・修士：2年
博士：3年 ○ 3月下旬

旭硝子奨学会 タイ、インドネシア、中国、韓国、ベトナム出身 修士・博士1年 指定国より
各1名 100,000 最短修業年限 ○ 3月下旬

アジア開発銀行・日本奨学金
プログラム

アジア地域のADB借款国出身で、2年以上の就業
経験者。工学・農学・地球環境・経営管理・経済の指
定コース入学者。

34歳以下の修士入学
予定者 若干名 月額147,000円および

渡航費、授業料等 2年 E 指定コースに
よって異なる


