
1

海外留学のための奨学金には、大学の推薦を要すものと大学の推薦を要せずご自身が直接奨学団体等に申請するものがあります。

以下の奨学財団等は、本学に例年、募集依頼のある団体です。（平成28年5月現在） その他の奨学金は、独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）で公開する「海外留学奨学金検索サイト」をご覧ください。

https://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/scholarship_abroad/page?action=swfglsearchjasso

奨学金応募の詳細については、学生交流課海外留学担当（窓口：1A棟1階  メール：isc-kaigai@un.tsukuba.ac.jp）までご相談ください。

■給付型

1．個人応募

①留学目的の奨学金

学群生 院生 年齢 国籍

○ ○ 無 日本
15万円（群）
20万円（院）

○
○

（博士後期
は除く）

無 日本
100万円

（1回限り）

2016年6月
までに卒業
しているこ

と

○ 無 日本
300万円

（1回限り）

○
3年次以

上
○

30歳
未満

日本
46万～86万円

（年額）

○ ○ 40歳未満 日本
20万円以内
（1回限り）「埼玉発世界行き」奨学金

協定・認定留学コース

指定なし
埼玉県内在住者で県外大学等在学者又は、埼玉県外在住で県外大学
等在籍者（両親が埼玉県に居住するもの）

6か月以上 4月～6月

http://www.pref.saitama.lg.jp/site/global/globalscholarship.html

7月～9月

http://www.career-academy.com/keidanren/

8か月～1年未満
理工系は6か月～1年未
満

専攻 条件

応募資格
受給期間月額

海外留学のための奨学金情報（平成28度版）

公益財団法人飯塚毅育英会　海外留学支援奨学金
指定なし 栃木県内の高校、特別支援学校高等部を卒業した者 6月～7月

http://www.iizuka-takeshi-ikuei.or.jp/

1年（審査により2年ま
で可）

CWAJ海外留学大学院女子奨学金
指定なし

女子学生
理系　TOEFL iBT88（ITP570)、ILETS6.5
文系　TOEFL iBT98(ITP600)､ILETS7.0

10月-11月

http://www.cwaj.org/Scholarship/sa-j.html

公益財団法人平和中島財団（中島健吉記念奨学金）
指定なし

TOEFL-iBT88（学部）
TOEFL-iBT100（大学院）

募集時期奨学財団名

9月～10月

http://hnf.jp/shogaku/

最長2年

経団連グローバル人材育成
スカラーシップ

指定なし
将来、日本企業の国際的な事業活動において、グローバルに活躍す
る意思を持つ者
GPA2.0以上

https://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/scholarship_abroad/page?action=swfglsearchjasso
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/global/globalscholarship.html
http://www.career-academy.com/keidanren/
http://www.iizuka-takeshi-ikuei.or.jp/
http://www.cwaj.org/Scholarship/sa-j.html
http://hnf.jp/shogaku/
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②学位取得目的の奨学金

学群生 院生 年齢 国籍

× ○
35歳
未満

日本 10万円

○
最終年次
大学院進
学が前提

○ なし 日本
25,000ドル/年
学費免除、渡航費

○
最終年次

×
29歳以下
が望まし
い

日本
1,500～2,000US

学費実費（300万円
以内）

○
最終年次

○ 30歳以下 日本
20万円、支度料、
授業料、渡航費

× ○ 35歳以下 日本
往復航空賃、生活
費等

× ○ 40歳未満 日本 360万円（年）

○ ○ 40歳未満 日本
100万円／年
（上限）

○ ○ 40歳未満 日本

教育機関の設定するプロ
グラムに従った授業料、

登録料
生活費8,412ペソ相当（約

546ドル）

× ○ 35歳未満 日本
月額15～20万円
（学位取得までの
年限により選択）

○ ○ 29歳未満 問わず
授業料、住居費等
のほか、3,500USD

を支援

SCHWARZMAN SCHOLARS プログラム
（中国・清華大学における1年間の修士課程プログラ
ム）

SCHWARZMAN SCHOLARS
プログラム（公共政

策、経済・ビジネス、
国際関係学等）

学士以上の学位を持ち（取得予定含む）、SCHWARZMAN SCHOLARS プ
ログラムへの参加を希望する者

1年間 5月～9月
※平成28年度:9月15日

http://schwarzmanscholars.org/

本庄国際奨学財団海外留学（大学院生）奨学生

指定なし
（語学研修は不

可）
海外の大学で学位（修士、博士課程）取得を希望する者 最長5年 4月～8月

メキシコ政府奨学金

歯科、整形外科、マー
ケティング、会計学、
広告、経営学及び経営
学関連分野などを除く

分野

メキシコの高等教育機関への留学を希望する者
GPAが10段階で8以上
大学等で勉学・研究を行うために必要なスペイン語の能力

最長3年 4月～8月

公益財団法人インペックス教育交流財団

奨学財団名

皇太子明仁親王奨学金

伊藤国際教育交流財団
2年以内 6月～8月

受給期間

指定なし ハイワイ大学マノア本校の合格者 2年間 11月

https://www.keidanren.or.jp/japanese/profile/prince.html

指定なし 海外の大学で学位（修士課程）取得を希望する者

http://www.itofound.or.jp/

募集時期
専攻 条件

インドネシアの文
化、芸術、社会科学
又は自然科学分野

インドネシアの大学、研究機関において留学又は研究に従事する者 2年以内 8月～10月

http://www.inpex-s.com/japanese/

応募資格
月額

（公財）中島記念国際交流財団　日本人留学奨学生

情報科学、生命科
学、経営科学

海外の大学で学位（修士、博士課程）取得を希望する者
修士2年以内、博士5年
以内

8月

http://www.nakajimafound.or.jp/

フルブライト　大学院留学（学術系学位）プログラム

米国研究、環太平
洋地域の政治・経
済関係、教育等

米国の大学院で修士・博士課程へ進学する者
TOEFL iBT80以上、IELTS6.0以上

1年間 4月～5月

http://www.fulbright.jp/scholarship/recruitment.html

公益法人　グラクソ・スミスクライン国際奨学基金

医学、薬学、化
学、生化学及び関
連分野

英国の大学で学位（修士課程）取得を希望する者
IELTS6.0以上、TOEFL　PBT530、CBT197以上

2年間 4月～5月

http://glaxosmithkline.co.jp/corp/csr_scholarship.html

「埼玉発世界行き」奨学金
　学位取得コース

指定なし
埼玉県内在住者で県外大学等在学者又は、埼玉県外在住で県外大学
等在籍者（両親が埼玉県に居住するもの）

最長2年間 4月～6月

http://www.pref.saitama.lg.jp/site/global/globalscholarship.html

http://schwarzmanscholars.org/
https://www.keidanren.or.jp/japanese/profile/prince.html
http://www.itofound.or.jp/
http://www.inpex-s.com/japanese/
http://www.nakajimafound.or.jp/
http://www.fulbright.jp/scholarship/recruitment.html
http://glaxosmithkline.co.jp/corp/csr_scholarship.html
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/global/globalscholarship.html
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③海外インターンシップ目的の奨学金

学群生 院生 年齢 国籍

○3，4年
次のみ

○ 40歳未満 日本

日本出発時に70万
円程度支給、企業
研修中に6600ユー
ロ程度支給語学研
修時の授業料等は
日欧産業センター
が負担

2 ．大学推薦
①留学目的の奨学金

学群生 院生 年齢 国籍

○最終年
次のみ

○
（前期）

なし 日本 450万円（年）

× ○ 35歳以下 日本 300万円（年）

○ ○ なし 日本 8万円、渡航費等

○ × なし 日本 12万円、渡航費等

○ ○ 30歳以下 日本
12万～20万円、渡
航費等

○ ○ 30歳以下 日本
12万～20万円、渡
航費等

○ ○ なし 日本 6万～10万円

ヴルカヌス・イン・ヨーロッパプログラム
（在EU企業インターン）

奨学財団名

（公益）ＫＤＤＩ財団　日本人留学生助成

（公益）経団連国際教育交流財団
産業リーダー人材育成奨学金

海外留学支援制度（協定派遣）
（日本学生支援機構）

（公益）みずほ国際交流奨学財団
派遣留学生奨学金（短期派遣)

（公益）佐藤陽国際奨学財団
派遣留学生奨学金（短期派遣)

指定なし
当財団と派遣推薦協定を結んだ派遣協定大学からの推薦
応募翌年度の9月末までに留学を開始する者

6か月以上12月以内 1月

http://www.sisf.or.jp/

官民協働留学生支援制度
～トビタテ！留学JAPAN（前期）
（日本学生支援機構）

「理系、複合・融合系人材コー
ス」、「新興国コース」、「世界
トップレベル大学等コース」、「多
様性人材コース」及び「地域人材
コース」の5コース

平成29年4月1日～10月31日に渡航する者（予定） 28日以上2年以内
7-10月
（予定）

http://www.tobitate.mext.go.jp/

官民協働留学生支援制度
～トビタテ！留学JAPAN（後期）
（日本学生支援機構）

「理系、複合・融合系人材コー
ス」、「新興国コース」、「世界
トップレベル大学等コース」、「多
様性人材コース」及び「地域人材
コース」の5コース

平成29年8月19日～平成30年3月31日に渡航する者（予定） 28日以上2年以内
12月～2月
（予定）

http://www.tobitate.mext.go.jp/

http://homepage1.nifty.com/fbifyume/index.html

1月6か月以上12月以内平成28年8月から10月に留学を開始する者。文科系

法律、政治、経
済、社会、文化、

技術
指定なし 1年以上 8月

http://www.kddi-foundation.or.jp/

社会科学系、
理工系

TOEFL iBT92(IPT/PBT 580点）又はILELTS6.5以上 2年間以内 4月～8月

理工系
TOEFL PBT503以上,TOEFL CBT177以上,TOEFL iBT63, TOEIC600以上,

1年間 9月

http://www.eu-japan.eu/ja/vulcanus-europe

https://www.keidanren.or.jp/japanese/profile/ishizaka/sangyo.html

応募資格
月額 受給期間 募集時期

専攻 条件

指定なし
成績係数2.3以上（前年度の取得単位数にA+/A:3,B:2,C:1,D:0を乗じ
た合計した単位を総登録単位数で除したもの。）

8日以上～1年以内
採用プログラム毎
に教育組織で募集

双方向協定型採択一覧 http://www.jasso.go.jp/scholarship/documents/h27tanki_h_sohoko_program.pdf

短期研修・研究型採択一覧 http://www.jasso.go.jp/scholarship/documents/h27tanki_h_kennshuu_program.pdf

奨学財団名
応募資格

月額 受給期間 募集時期
専攻 条件

http://www.sisf.or.jp/
http://www.tobitate.mext.go.jp/
http://www.tobitate.mext.go.jp/
http://homepage1.nifty.com/fbifyume/index.html
http://www.kddi-foundation.or.jp/
http://www.eu-japan.eu/ja/vulcanus-europe
https://www.keidanren.or.jp/japanese/profile/ishizaka/sangyo.html
http://www.jasso.go.jp/scholarship/documents/h27tanki_h_sohoko_program.pdf
http://www.jasso.go.jp/scholarship/documents/h27tanki_h_kennshuu_program.pdf
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②学位取得目的の奨学金
月額 受給期間 募集時期

学群生 院生 年齢 国籍

× ○ 35歳未満 日本 20万円

○最終学
年のみ

○ なし 日本 15万円

○最終学
年のみ

○

35歳未満
（修士）、
40歳未満
（博士）

日本
89,000円～148,000
円、授業料（上限

有）

美術史

2年以内（審査のうえ1
年以内の延長あり）

2年以内

9月

4月～6月

（公益）吉田育英会　日本人派遣留学プログラム

石橋財団奨学金（派遣）

奨学財団名
応募資格

条件専攻

http://www.ysf.or.jp/

人文社会科学、自
然科学分野

海外の大学で学位（博士課程）取得を希望する者
理系：iBT88,PB570,IELTS6.5以上
文系：iBT100, PBT600, IELTS7.0以上

海外の大学で学位（修士、博士課程）取得を希望する者

http://www.jees.or.jp/sc-scholarship/doc/H27Ishibashi_out.pdf_fall.pdf

留学生交流支援制度（大学院学位取得型）
（日本学生支援機構）

修士又は博士の学
位取得が可能な分
野（芸術の実技分
野を除く）

成績係数2.6以上（前年度の取得単位数にA+/A:3,B:2,C:1,D:0を乗じた合計
した単位を総登録単位数で除したもの。）
TOEFL-PBT600,iBT100又はIELT7.0以上（留学先での主たる言語が英語以外の
場合は、留学席大学で明治する語学能力以上でること）

修士（2年）
博士（3年）

10月～11月

http://www.jasso.go.jp/scholarship/long_term_h.html

http://www.ysf.or.jp/
http://www.jees.or.jp/sc-scholarship/doc/H27Ishibashi_out.pdf_fall.pdf
http://www.jasso.go.jp/scholarship/long_term_h.html
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3．筑波大学独自の奨学金等
月額 受給期間 募集時期

学群生 院生 年齢 国籍

○ ○ なし 指定なし 月額最高6万円

○ ○ なし 指定なし 上限15万円

○ ○ なし 指定なし 上限20万円

○ ○ なし 指定なし 上限15万円

○ ○ なし 指定なし 上限10万円

○ ○ なし 指定なし
派遣地域により
6万～10万円

○ × なし 日本
40万円以内（旅費
のみ1回限り）

優れた企画と発表能力を持って海外の大学等に出向き，設定した交
流・研修活動のテーマに沿って，現地の学生等と活動を行う者によ
り任意結成されたグループ（数人～10人程度）を対象

1-2週間程度
平成28年度4月期募

集中
（締切：5/20）

海外留学支援事業　はばたけ！筑大生
①国際交流協定校交換留学支援プログラム

筑波大学基金「会議40＋101周年記念募金」
海外留学支援金

各専門学群、学類
から2名を上限とす

る

指定なし
成績係数2.3以上
（前年度の登録単位数にA+/A:3,B:2,C:1,D:0を乗じた合計した単位
を総登録単位数で除したもの。）

半年以内
（半年を超える留学は

不可）

平成28年度4月期募
集中

（締切：5/27）

https://www.tsukuba.ac.jp/global/scholarship.html

https://www.tsukuba.ac.jp/global/scholarship.html

つくばスカラシップ
交換留学支援奨学金

指定なし
成績係数2.3以上、もしくはGPA3.0以上
（成績評価係数：前年度の登録単位数にA+/A:3,B:2,C:1,D:0を乗じ
た合計した単位を総登録単位数で除したもの。）

半年を超え1年以内
12月・5-6月（二次
募集を行う場合）

https://www.tsukuba.ac.jp/global/scholarship.html

奨学財団名
応募資格

専攻 条件

https://www.tsukuba.ac.jp/global/scholarship.html

海外留学支援事業　はばたけ！筑大生
②キャンパスインキャンパス等支援プログラム

指定なし

成績係数2.3相当以上
（前年度の登録単位数にA+/A:3,B:2,C:1,D:0を乗じた合計した単位
を総登録単位数で除したもの。）
収入に制限あり

1年以内
予算の状況により

実施

海外留学支援事業　はばたけ！筑大生
⑤語学系研修等参加プログラム

指定なし 採択された教育組織から推薦された者

春季、夏季の休業期間
内に教育組織が海外で
実施する語学研修等で
1か月程度のもの

採択プログラム毎
に教育組織で募集
（個人応募不可）

https://www.tsukuba.ac.jp/global/scholarship.html

キャンパス　イン　キャンパス（CiC）対応大学又はデュアルディグ
リープログラム（DDP）を実施する大学との間で締結された覚書（ス
ケジュール）に基づき，海外の大学で学修，調査，研究を行う者

半年以内
平成28年度4月期募

集中
（締切：5/27）

https://www.tsukuba.ac.jp/global/scholarship.html

海外留学支援事業　はばたけ！筑大生
④海外学会等参加支援プログラム

指定なし
海外で開催される国際学会，シンポジウム，セミナー，研究集会へ
出席して，研究発表を行う者

1-2週間程度
平成28年度4月期募

集中
（締切：5/27）

https://www.tsukuba.ac.jp/global/scholarship.html

海外留学支援事業　はばたけ！筑大生
③海外武者修行支援プログラム

指定なし

https://www.tsukuba.ac.jp/global/scholarship.html
https://www.tsukuba.ac.jp/global/scholarship.html
https://www.tsukuba.ac.jp/global/scholarship.html
https://www.tsukuba.ac.jp/global/scholarship.html
https://www.tsukuba.ac.jp/global/scholarship.html
https://www.tsukuba.ac.jp/global/scholarship.html
https://www.tsukuba.ac.jp/global/scholarship.html
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■貸与型
月額 受給期間 募集時期

学群生 院生 年齢 国籍

○ ○ なし 指定なし
学群：3万～12万円

大学院：5万～15万円

○ ○ 35歳以下 日本 5万円
（公財）福井県アジア人材基金

アジア圏への留学
福井県出身で、福井県外の大学・大学院に在籍する学生
海外の大学等で正規の授業項目を履修するもの

3ヶ月以上1年以内

http://fukui-asianfund.jp/

第二種奨学金（短期留学）
日本学生支援機構

指定なし
本学との学生交流協定に基づき、留学により取得した単位が、本学
の単位として認定されること
家計基準制限有

3か月以上1年以内
年3回（各支援室に
確認してくださ

い）

http://www.jasso.go.jp/saiyou/tanki_ryuugaku.html

奨学財団名
応募資格

専攻 条件

http://fukui-asianfund.jp/
http://www.jasso.go.jp/saiyou/tanki_ryuugaku.html
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