
組織名（奨学金名） 募集対象 種別 金額と期間 URL 期日

2023年4月時点で以下の課程

に在籍する者で、かつ1978年

4月2日以降に生まれた者

〈学部〉

3・4年次生（医・歯・獣・医

学部は5・6年次生）

〈大学院〉

修士課程：1・2年次生

博士課程：2・3年次生（医・

歯・獣・医学系は3・4年次

生）

給付

学部：月額10万円

修士・博士：月額14万円

2023年4月～2025年3月　(2年間)

又は

2023年4月～2024年3月　(1年間)

※在籍課程により異なる

※4月以外の入学の場合、奨学期間が

短くなる

組織名（奨学金名） 募集対象 種別 金額と期間 URL 期日

学部生及び大学院生 給付

月額12万円（3か月毎に支給）

2023年4月～2024年3月　(1年間)

組織名（奨学金名） 募集対象 種別 金額と期間 URL 期日

学部生及び大学院生 給付

月額5万円

2023年4月～2024年3月　(1年間)

組織名（奨学金名） 募集対象 種別 金額と期間 URL 期日

原則として

学部・修士及び博士課程各々

の１年次生

給付

月額10万円

2023年4月～2024年3月

(1年間。秋期入学は9月まで。2年目

以降は審査の上継続の可能性有り)

≪各制度共通事項≫

◆応募方法は大学推薦であるため、大学から推薦対象学生に個別に案内し、大学を通じて申請書または願書を提出します

◆本学を通して推薦する全ての奨学金（外部民間奨学金を含む）への大学推薦に関して、該当年度対象の「外国人留学生調査票」等及び、「神戸学院大学私費外国人留学生奨学金等申込書」

　を提出していない場合は選考対象となりません

※上記2点の書類の提出については。在学生においては、3月下旬に学内情報サービスを通して案内し、また、新入生においては4月の外国人留学生オリエンテーションにて案内します

◆他の奨学金（外部民間奨学金及び本学奨学金を含むすべての奨学金）を受給していない学生が対象です

◆原則、応募書類は返却しません

◆選考基準や合否理由についての問い合わせは受け付けません

2023/3/3

※学内での募集は締め切り

ました

公益財団法人

千趣留学生奨学財団

奨学金制度への推薦者は成績優秀者より選抜するものとする

が、一部の外部民間奨学金制度においては、それぞれの募集

要項に基づき、奨学生として推薦する。また、以下の事項に

該当する事情が生じたときは、奨学金支給の停止や、すでに

支給された奨学金の返還を求められる場合がある

・修業年限を超えたとき

・病気等その他理由により勉学を継続する見込みがなくなったとき

・学費の滞納があったとき

・退学又は除籍となったとき

・申請書類に虚偽の記入をしたとき

・不正な手段により奨学金を受けたとき

・その他、奨学生としてふさわしくない行為があったとき

2023/2/28

※学内での募集は締め切り

ました

公益財団法人

神戸学生青年センター

六甲奨学基金

応募資格

1)アジア地域から来日し、2023年2月1日現在において、兵庫県下の学校で学ん

でいる学生

2)2023年4月より2024年3月まで在学する学生

備考

応募資格

兵庫県内の大学及び大学院に在学し、東・東南アジア諸国(※1)に国籍を有する

私費外国人留学生で下記の要件をそなえる者

1)大学等の自然科学系(医学・薬学・工学・理学・農学等)の正規生である事

2)学業・人物ともに優秀でかつ健康であり、経済的援助を必要とする者

3)留学生として日本語に支障のない者

4)奨学生終了後も同窓生として交流活動に積極的に協力できる者

5)上記以外で特に当財団が認めた者

備考

[募集人数]制度全体として8名を新規採用予定。総支給人数は継続者を含め25名以内

[選考方法]書類審査及び面接

面接選考日：2023年3月30日(調整中)

面接会場：神戸市立勤労会館(三宮)

[支給条件]

・レポート提出(5月・10月 年2回、機関紙「Scholar」に掲載)

・奨学金支給期間中において、本財団が主催する各種行事に出席すること

・本財団の奨学金受給中に他の奨学金への受給申請をした場合は、その時点で支給を停止する

・配偶者及び同居する親族の奨学金と重複させない

・同居する配偶者に一定の収入がある場合、または奨学金支給後、一定の収入を得るようになった場合は、本財団の奨学生となれないことがある（一定の収

入：事業所等と雇用契約を締結し収入を得ている場合。アルバイトは除く）

・奨学生が退学または他の大学へ転学したときは、特別の事情があると認められる場合を除き、奨学金の支給を辞退したとみなす

・奨学生は、本財団から学業・研究等について照会があったときは、これについて報告書を提出しなければならない

・その他、各種事情の届出の義務有り

[募集人数]制度全体として新規採用約620名(新規採用は継続者の辞退により変動がある)

[選考方法]書類審査及び面接(地区によっては筆記試験あり)

面接選考日：2022年12月初旬～翌年1月末日の間

[支給条件]

・ロータリークラブ(世話クラブ)の例会へ毎月1回以上出席すること

・年2回、奨学生レポートを提出すること

・例会でのスピーチを行い、世話クラブおよびロータリー地区の活動に積極的に参加するなど、ロータリアンとの交流を通して相互理解を深める努力をする

こと

・その他、奨学生の「確約書」に記載されている確約事項を遵守すること

https://ksyc.jp/scholarship/2

023rokkoscholarship/

応募資格

公益財団法人

平和中島財団

(中島健𠮷記念奨学金)

1)応募時に日本の大学に在籍する外国籍を有する学生で、2023年4月に応募時と

同じ大学の正規課程に在籍予定の者

2)在留資格が「留学」である者

　※最短修業年限を超える者は対象外とする

　※本財団の奨学金を受けたことがある者は対象外とする

http://www.hnf.jp/shogaku/

[推薦人数]１名

[選考方法]各学校より1名ずつの推薦を受けた学生から8名を、運営委員会が抽選によって決定する

[支給方法]毎月一回センターに本人が受け取りに行く

私費外国人留学生対象　民間育英団体奨学金

　　　　　                            ＊私費外国人留学生とは、出入国管理及び難民認定法別表第1に定める「留学」という在留資格により、

　　　　　                      　　   日本の大学、大学院において教育を受ける外国人学生で、日本政府から奨学金を受給していない者をいう
2023年　3月　30日　現在

  　　　　詳細は、国際交流センターまでお問い合わせください

 　　　　 KPC１ D号館１階　TEL : 078-571-0932

　　　　  受付時間：月～金曜日 9:00～11：45、12:45～17：00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(長期休業期間を除く)

2022/10/31

※学内での募集は締め切り

ました

備考

[募集人数]制度全体として、学部生40名と大学院生40名

[選考方法]書類選考

[支給条件]

・他の奨学金、助成金との併給は認めない(月額3万円以下は可)

・誓約書の提出

・在学証明書の提出

・生活状況報告書の提出：3か月ごと(年間4回)

・成績証明書の提出：毎学期終了後

応募資格

公益財団法人

ロータリー米山記念奨学会

1)2023年4月に、文部科学省が所管する日本の大学・大学院に在籍又は在籍予定

の外国人留学生であること

2)日本の大学・大学院の学位取得を目的としている者

3)長期履修学生制度の学生、研修生、研究生、6か月未満の短期留学生などの、

非正規学生でないこと

4)採用年の4月に日本以外の国籍を有する者。日本国籍を含まない重国籍および

無国籍は日本以外の国籍とみなす

5)採用年の4月に、勉学または研究のための在留資格「留学」で日本に在留して

いる者、または日本の大学に在学中で法務大臣から「難民」の認定を受けている

者で日本に在留している者とする

※応募段階で、前述に該当せず変更予定の場合は、2023年3月25日までに変更後

の在留カード（PDFデータ）を提出することを条件に応募できる

6)当会が承認した指定校に2023年4月に在籍、進学、編入し、その指定校の推薦

を受けた者。入学、編入学を予定し、複数の学校を併願している場合は、1つの

大学からの推薦のみ受け付ける

7)学業優秀の他、異文化理解、コミュニケーション能力に対する姿勢や関心を持

ち、心身ともに留学生活に耐えうる健全な者

http://www.rotary-

yoneyama.or.jp/scholarship

2022/10/15

※学内での募集は締め切り

ました

備考

https://ksyc.jp/scholarship/2023rokkoscholarship/
https://ksyc.jp/scholarship/2023rokkoscholarship/
http://www.hnf.jp/shogaku/
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/
http://www.rotary-yoneyama.or.jp/


組織名（奨学金名） 募集対象 種別 金額と期間 URL 期日

3年次以上の学部生及び大学

院生（かつ応募資格、支給条

件を満たす者）

給付

月額8万円　（2か月毎に支給）

2023年4月～2024年3月　(1年間)

組織名（奨学金名） 募集対象 種別 金額と期間 URL 期日

左記1.の通り 給付

学部・修士：月額12万円

＜特定奨学生＞

博士：月額18万円

どちらも

2023年4月～2025年3月　(2年間)

※2：ASEAN加盟国のフィリピン・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

※3：中国天津市との友好都市提携に基づく交流提携校からの推薦により決定

※1：中国・韓国・モンゴル・台湾・ベトナム・ラオス・カンボジア・タイ・ミャンマー・マレーシア・シンガポール・インドネシア・ブルネイ・フィリピン・ロシア極東地区

2023/3/13

※学内での募集は締め切り

ました

公益財団法人

神戸国際コミュニティセンター

(KICC)

神戸市留学生奨学金

（神戸・菅原奨学金）

2023/4/17

（学内募集は

2023/4/5まで）

公益財団法人

SGH財団

[推薦人数]各大学より学部3年次生(5年次生)より1名・修士課程1年次生より1名

＜特定奨学生＞博士課程2年次生より2名／合計4名、制度全体としての採用予定人数は20名

[選考方法]書類審査

[注意事項]

・奨学生が退学または他の大学へ転学したときは、特別の事情があると認められる場合を除き、奨学金の支給を辞退したとみなす

・奨学生は、本財団から、学業・研究等について照会があったときは、これについて報告書を提出しなければならない

・その他、各種事情の届出の義務有り

応募資格

1)私費外国人留学生(留学のビザを有すること)

2)神戸市内の大学または大学院に正規の学生として在学している者(学部生につ

いては3年次以上とし、留年生は対象外)

3)本奨学生となった場合他の奨学金を受けることはできない

4)2023年3月時点において、有効な健康保険証を保持する者

備考

[募集人数]制度全体として30名(内訳：全国籍より24名／東南アジア諸国(※2)優先枠として当該地域からの留学生より5名／神戸市・天津市友好都市提携枠と

して推薦を受けた1名(※3)

[選考方法]書類審査通過後、面接

面接選考日：2023年4月13日または14日

[支給条件]

・支給期間は原則1年間とするが、9月卒業などあらかじめ期間の短縮が明らかな者については、その期間のみの支給を前提とする

・過去に本奨学金を受給したことがある留学生の再応募は、受給した課程の最短修業年限の範囲でのみ可能とする

　（例）学部で奨学金を受給した留学生は、修士・博士課程での応募はできない

　　　　修士課程で奨学金を受給した留学生は、博士課程での応募はできない

・KICCが指示する行事に参加するとともに報告書や「進路調査」等の提出に速やかに対応すること

・国際交流行事及び情報発信活動に積極的に貢献すること

・奨学金支給終了後もKICCとの関係を継続し、将来母国と神戸との交流に貢献する意欲があること

・実際に神戸市及びその近隣に居住実態があり、現に大学に通学していること（ダブルディグリーや研究等のため、海外や遠方に転居予定の者は応募できな

い。一時的な帰国や旅行等は可能）。感染症などで来日できない場合、オンライン授業等を受講していたとしても、神戸市及び近隣に居住していない期間の

奨学金は、支給されない

・申請者の配偶者など同居者が国費留学生の場合は申込み資格がない

応募資格

東南アジア諸国(※2)の国籍を有する私費外国人留学生で、2023年4月1日現在に

おいて、下記の要件をそなえる者(春期入学のみ対象・秋期入学は対象外)

1)学部生は3年次及び6年制学部コース(医・歯・獣医・薬学部)の5年次に進学す

る27歳未満の者。大学院生は修士課程(博士前期課程)の1年次又は一貫制博士課

程の1年次に入学する35歳未満の者

＜特定奨学生＞大学院博士後期課程2年次、4年制博士課程(医・歯・獣医・薬学

部)3年次又は一貫制博士課程4年次に進学する35歳未満の者

2)学業・人物ともに優秀でかつ健康であり、経済的援助を必要とする者

3)奨学金の給付期間中において、当財団が主催する交流会・採用証書授与式に出

席できる者

交流会：2023年10月21日～22日開催予定

採用証書授与式：2023年10月23日開催予定

4)奨学生終了後も同窓生として交流活動に積極的に協力できる者

備考

https://www.kicc.jp/ja/abou

tus/shien

https://www.sgh-

foundation.or.jp/scholar/emp

loyment/

https://www.kicc.jp/ja/aboutus/shien
https://www.kicc.jp/ja/aboutus/shien
https://www.sgh-foundation.or.jp/scholar/employment/
https://www.sgh-foundation.or.jp/scholar/employment/
https://www.sgh-foundation.or.jp/scholar/employment/

