
2021.6月現在

支給金額 支給期間

対象（学年） 年　齢 出身国・地域 専攻分野 (月額 万円) 　 　　　（年）

院）18

学）15

 （一財）共立国際交流奨学財団 学・修・博 指定あり 10 2

 （公財）浦上奨学会 学・修・博 制限あり 指定あり 10 1

 （公財）藤井国際奨学財団 学・修・博 制限あり 5
正規の最短修業年

限

 公益信託川嶋章司記念スカラーシップ基金 学（3･4）・修・博 指定あり 10 2

 （公財）日本国際教育支援協会

　　・ 三菱商事留学生奨学金 学（３～４）
修・博

院） 15
学） 10

（最長） 2

　　・ T．バナージインド留学生奨学金 学・修・博 指定あり 10 最短修業年限

（公財）ヒロセ国際奨学財団 学・修・博 15 ６ヶ月から（最長）4

西条ロータリークラブ 修・博 8 1

 （公財）安田奨学財団 学（１） 指定あり 10 正規の
最短修業年限

（公財）大塚敏美育英奨学財団 修・博 制限あり 指定あり 指定あり
年額）200, 150又

は100
1

（公財）とんぼ 学・修・博 ３０歳未満 指定あり 3 最短修業年限

 （公財）小林国際奨学財団 学（3･4）・修 ・博 制限あり 指定あり
院）１８
学）１５

正規の
修学期間

（公財）みずほ国際交流奨学財団 学・修・博 ３５歳以下 指定あり 10 最長2

 博）７

 修） 4
 学） 2.5

（公財）味の素奨学会 修・博 ３０歳未満 指定あり 指定あり 15 最長2

（公財）太田川ライオンズクラブ育英会 学・修・博 7.5 1

 ・ JEES留学生奨学金（修学） 学・修・博 4 最長2

（一財）鷹野学術振興財団 学・修・博 指定あり 5 1

（公財）大下財団 学・修・博 指定あり 指定あり 5 最短修業年限

（公財）双日国際交流財団 学（３.４）・修・博 制限あり
修・博）10

学）7
最長2

（公財）フジシールパッケージング教育振興財団 学（３） 指定あり 10 2年限度

（公財）帝人奨学会 修・博 指定あり 5
正規の

修学期間

（公財）橋谷奨学会
学・修・博

（研究生含む）
指定あり 10

支給開始月から
卒業･修了まで

 広島大学外国人留学生を援助する会 学・修・博
（研究生含む）

3 6ヶ月

【（公財）ひろしま国際センター】
　渡日等留学生支援に係る奨学金（後期）

学・修・博
 （研究生含む）

3 6ヶ月

奨学財団リスト（大学推薦）

3 1

6ヶ月又は1年

学・修・博
 （研究生含む）

6

4

1

5  （公財）日揮・実吉奨学会（第二種奨学金）
学・修・博

（研究生含む）
指定あり 年間） 25 1

　東広島市国際化推進協議会
学・修・博

（研究生含む）
2

 （公財）KDDI財団 修・博 ３５歳以下

6ヶ月
【（公財）ひろしま国際センター】
　渡日等留学生支援に係る奨学金（前期）

学・修・博
 （研究生含む）

3

5 1

 （独） 日本学生支援機構
    文部科学省外国人留学生学習奨励費

学・修・博
 （研究生含む）

4.8

 （公財）広島平和文化センター

学・修・博
 （研究生含む）

2

 （公財）もみじ銀行育英会

（公財）ひろしま国際センター
学・修・博

 （研究生含む）

3 1

　・JEES日本語教育普及奨学金（検定） 学・修・博

   ・JEES日本語教育普及奨学金（日能） 学・修・博

5

5

修（1） 指定あり

1

指定あり 12 2

2

1

 （公財）熊平奨学文化財団
学・修・博

 （研究生含む）

 （公財）朝鮮奨学会 学・修・博 制限あり 指定あり

院） 10
学） 8

5

 【（公財）日本国際教育支援協会】
    ・ ドコモ留学生奨学金

 （公財）八幡記念育英奨学会 学・修・博

2

2

1

（公財）SGH財団

修（1）・博（2）
（医・歯・獣医は博3）

制限あり 指定あり 10

10 1

院) 14
学） 10

 2年限度

2

1

 （公財）ロータリー米山記念奨学会
修（1・2）・博（2・3）
（医・歯・獣医は3・4）

学（3・4）　医・歯・獣医は5・6））
制限あり 指定あり

 （公財）平和中島財団  学・修・博

期 奨学団体等の名称
応　　募　　資　　格

 （公財）佐藤陽国際奨学財団 学・修・博 指定あり

10 正規の修学期間

 （財）アジア国際交流奨学財団 学・修・博 制限あり 指定あり
博)　7

修・学） 6

学（3）
（医・歯・獣医は5）

10 6ヶ月又は1年指定あり

3

1

 （公財）旭硝子奨学会 修・博 指定あり

http://www.sisf.or.jp/
http://www.kif-org.com/
http://heiwanakajimazaidan.jp/
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/
http://www.ryobi-group.co.jp/urakamishougakukai/index.html
http://www.jees.or.jp/sc-scholarship/index.htm
http://www.jees.or.jp/sc-scholarship/index.htm
http://hirose-isf.or.jp/
http://www.yasuda-zaidan.or.jp/
http://www.otsukafoundation.org/index.html
https://hiroshima-tombow.or.jp/
http://www.sgh-foundation.or.jp/
http://www.sgh-foundation.or.jp/
http://www.sgh-foundation.or.jp/
http://www.kisf.or.jp/
http://www.agc.com/csr/social/scholarship.html
http://www.korean-s-f.or.jp/
http://www.korean-s-f.or.jp/
http://jees.or.jp/sc-scholarship/index.htm
http://www.jees.or.jp/foundation/jlpt-scholarship.htm
http://www.jees.or.jp/foundation/jltct-scholarship.htm
http://www.jees.or.jp/foundation/g-scholarship.htm
https://www.takano-zaidan.com/
http://www.osimo.or.jp/
http://sojitz-zaidan.or.jp/business/info/index.html
http://www.fujiseal.co.jp/international_jp/business_f.html
http://www.jasso.go.jp/scholarship/shoureihi.html
http://www.jgcs.or.jp/
http://www.teijin.co.jp/eco/scholarship/scholarship/scholarship.html
https://www.tsukishima.co.jp/zaidan/index.html
http://www.jgcs.or.jp/
http://www.jasso.go.jp/scholarship/shoureihi.html
http://www.jasso.go.jp/scholarship/shoureihi.html
http://www.jees.or.jp/foundation/jltct-scholarship.htm
http://www.jees.or.jp/foundation/jlpt-scholarship.htm
http://www.korean-s-f.or.jp/
http://jees.or.jp/sc-scholarship/index.htm
http://jees.or.jp/sc-scholarship/index.htm
http://www.sgh-foundation.or.jp/
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