
区分 No 事業名称 事業概要 学生受入機関 開始年 終了年
奨学生

総人数

奨学金総額

(千円)

1 日本財団-ISAK奨学金

日本に共感し、UWC ISAK JAPANで学ぶことを選んだ留学生が、引き

続き、日本国内の大学に進学する機会を提供するための奨学金。入学

金・授業料の全額、生活費、住居費を支給

奨学生が任意で選択 2017 継続中 6 38,720

2 日本財団よりそい奨学金

保護者（父または母など）が理不尽な犯罪に遭遇し、経済的に不安定と

なった犯罪被害者の子どもを対象に、高校・大学・大学院・短大・専修

学校・高等専門学校への進学のための奨学金を給付

奨学生が任意で選択 2017 継続中 162 101,532

3 日本財団パラアスリート奨学金

パラリンピックなど世界レベルで活躍が期待される身体障害または知的

障害のある学生を対象に、学費、遠征費・用具費などの支援を通して、

トップレベルのパラアスリートの養成をめざす

日本体育大学、日本

体育大学附属高等支

援学校、日本体育大

学荏原高等学校、日

体桜華高等学校、日

本体育大学柏高等学

校、浜松日体高等学

校

2017 継続中 18 73,899

4 日本財団夢の奨学金

児童養護施設や里親など社会的養護出身者を対象に、自立支援とロール

モデル作りを目的に、入学金・授業料、生活費、住居費を給付

また、日本財団夢の奨学金ソーシャルワーカーが奨学生に伴走し、心の

ケアをはじめ、卒業や就職をサポート

奨学生が任意で選択 2016 継続中 26 122,500

5
日本財団在宅看護センター

起業家育成事業

地域での保健・医療・看護・介護体制のハブ的役割を担いうる看護師の

育成

笹川記念保健協力財

団
2014 継続中 32 12,800

日本財団　奨学金事業一覧
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総人数

奨学金総額

(千円)

6
ホスピス・緩和ケアナース

養成事業

ホスピス緩和ケアに携わる看護師の養成

日本看護協会、神奈川

県看護協会、日本訪問

看護財団、北海道医療

大学、埼玉県立大学、

広島大学、白鳳女子短

期大学、久留米大学、

聖路加看護大学、大分

県立看護科学大学他

1998 2013 3,692 735,276

7
ホスピス・緩和ケアドクター

養成事業
ホスピス緩和ケアに携わる医師の養成

聖ヨハネホスピスケア

研究所、聖路加国際病

院、筑波メディカルセ

ンター病院、聖心病

院、帝京大学医学部付

属病院、山口赤十字病

院、クリニック川越、

東札幌病院、岡山斉生

会総合病院、西群馬病

院、姫路聖マリア病院

他

2001 継続中 96 439,125

8 異才発掘プロジェクト

突出した能力はあるものの現状の教育環境に馴染めず、不登校傾向にあ

る小・中学校生を選抜し、継続的な学習保障及び生活のサポートを提供

するプログラム

東京大学先端科学技

術研究センター
2014 継続中 91 400,000

9
日本財団聴覚障害者

海外奨学金事業
日本の聴覚障害者を対象に最大5年間米国での留学費を給付

ギャロデット大学、

米国立ろう工科大

学、他世界各国の大

学

2004 継続中 24 606,457
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10 日本財団国際フェローシップ

公益に資する分野で高い資質・専門性を持つ人材に、海外の研究・教育

機関などで更なる研鑽を積む機会を提供することで、将来国内外の社会

的課題の解決に貢献し、特に、海外に向けて積極的に「発信」する能力

を備えた専門家の育成を目指す

奨学生が任意で選択 2011 継続中 45 830,786

11 日中笹川医学協力プロジェクト
中国医療関係者が日本の高度医療を学び、中国の基礎医療人材の育成及

び医療協力・交流促進を図る
日中医学協会 1986 継続中 2,250 8,121,864

12 笹川科学研究助成

人文・社会科学・自然科学、海洋学・海洋関連科学・船舶・船舶関連科

学分野において、新規性、独創性または萌芽性をもち、発想や着想に意

外性をもった研究に視点をあて、優れているが他からの助成が受け難い

研究に対する助成

日本科学協会 1988 継続中 9,296 5,486,480

13 笹川スポーツ研究助成
スポーツ政策およびスポーツとまちづくり、子ども・青少年スポーツの

振興に関する研究
笹川スポーツ財団 2011 継続中 263 164,284

海

洋
14

アジア海域の安全確保、環境保

全のための海上保安能力の向上

プログラム

アジア各国の海上保安機関の若手職員を１年間日本に招聘し、アジアで

は先端的な日本の海上保安に関する知識を深め、各国の若手保安官の間

のネットワークを築くことを目的として研修プログラムを実施

海上保安大学校 2011 2013 24 23,595,097

社

会

福

祉

・

教

育

・

文

化

等

3 ページ



区分 No 事業名称 事業概要 学生受入機関 開始年 終了年
奨学生

総人数

奨学金総額

(千円)

15 森里海連環学教育プロジェクト

京都大学の学内4部局が共同で実施する、全教科英語の学際的副専攻プ

ログラム「森里海連環学教育プログラム」を履修する優秀な外国人学生

若干名に対して奨学金を支給

京都大学 2012 継続中 3 13,680

16
世界の海洋秩序の発展に向けた

人づくり事業

世界の海洋秩序の向上を目指し、DOALOS*と世界各国の大学、研究機

関と協力し、実務研修と研究を通して、主に海洋政策の策定、海洋秩序

のための法整備等、総合的な海洋管理に向けた対応が遅れている国の海

洋担当行政官・研究者を育成するフェローシップ事業

※DOALOS：国連海事・海洋法課は国連事務局の法務部の下で、国連海

洋法条約等の国際的な海洋のルールを掌っている

国際連合 法務部海

事海洋法課(ニュー

ヨーク)

2003 継続中 132 2,368,885

17
発展途上国の海事・海洋法関係

者に対する奨学金プロジェクト

海洋秩序の最低限の国際要件である国際海事機関（IMO）の各条約や国

連海洋法条約への適切な対応をサポートし、国際的な海洋秩序の強化を

図ることを目的に、各国の海洋・海事法関係の行政官、教育、司法関係

者等を対象に、国際海事法研究所(IMLI)と協力して、修士レベルの海

事･海洋法の専門家を育成するフェローシップ事業

併せて同研究所に寄附講座を設置

国際海事法研究所

(マルタ)
2003 継続中 137 910,090

18
大洋水深総図における専門家の

育成

海底地形の世界地図に当たる大洋水深総図（GEBCO）は多様な海洋分野

の研究の基礎データとして重要だが、その作成・更新には高度な専門技

術・知識が必要であるため、ニューハンプシャー大学においてGEBCO作

成･更新を支えていける若手研究者・行政官等を育成するフェローシップ

プログラムを実施し、海洋にかかわるさまざまな問題の科学的な解明･解

決の促進を目指す

大洋水深総図委員会

(モナコ)・ニューハ

ンプシャー大学

2003 継続中 78 973,204

海

洋
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19 「Nereus」プログラム

気候変動、海洋生物資源、政策、海洋法等、多様な分野の世界トップの

7つの大学・研究機関が協力し、分野横断的に総合的な視野を持った博

士課程及びポスドクレベルの若手研究者を育成しながら、2050年の海の

未来の状態を科学的に予測して、その結果を国際的な海洋管理政策や一

般の周知啓発に反映していくことを目的とする

ブリティッシュコロ

ンビア大学、ケンブ

リッジ大学、プリン

ストン大学、デュー

ク大学、ストックホ

ルム大学

2010 継続中 28 1,117,251

20
国際海洋紛争解決を扱う専門家

の育成

国際海洋紛争を平和的かつ円滑に解決するため、国際海洋法裁判所

(ITLOS)とともに主に途上国の海洋担当司法関係者や研究者を対象とし

た海洋法についてのフェローシップ事業

フェローは、様々な国際機関が参画し、国連海洋法条約、国際司法機関

への提訴に関する手続き、自国が関係する海洋問題への理解、対外交渉

の方法等について学ぶ

国際海洋法裁判所

(ハンブルク)
2006 継続中 63 295,916

21

海洋観測研究所の連携体制を利

用した専門家の育成と国際共同

研究の促進

海洋資源の観測・管理や気象の予測のための高い能力と知識を有する人

材の育成を目的として、世界中の海洋学研究所から構成される国際ネッ

トワークである国際海洋観測機構（POGO）とともに、ドイツのアルフ

レート・ヴェーゲナー極地海洋研究所において、若手研究者を対象とし

たフェローシップ事業

また、途上国が自国周辺の海洋観測を継続的に行うことで自然災害の軽

減につながることを期待し、フェローネットワークの構築・強化による

世界規模での海洋観測技術の向上を目指す

国際海洋観測機構

(カナダ・ベッド

フォード)、

バミューダ海洋科学

研究所

2003 継続中 80 596,385

22

世界的な海事社会科学の専門家

育成のための奨学金プロジェク

ト

世界の海上安全の向上のために、特に船員を取り巻く問題の解決を目的

に、船員問題の社会科学的側面を組織的に研究しているカーディフ大学

国際船員研究センター(SIRC)と協力し、船員問題の専門家を育成

なお、フェローは1年間の修士課程修了後、希望すれば3年間の博士課程

に進むことが可能

カーディフ大学　国

際船員研究センター
2003 2013 37 732,912

海

洋
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23
海洋関連分野における国際協力

の推進事業

主に各国の海事行政担当者を対象に、海事法規・政策、海上安全・環境

管理等の専門知識をもつ人材の育成と、人的交流および国際協力の推進

を目的に世界海事大学（WMU）における修士課程のフェローシップ事

業。また、同大学に日本財団寄附講座を開設し、海事教育の向上も支援

世界海事大学

（マルメ）
1987 継続中 611 3,610,886

24
海図国際基準の情報収集と国際

的な海図専門家の育成

船の航行安全には水深や障害物等が記された海図が必要であり、その作製に

は専門的な知識や技術が必要だが、特に途上国においては、人材不足のため

海図の空白海域が存在することに加え、海図の電子化も遅れている。そこで

国際水路機関(IHO)とともに、途上国を主な対象として、海図作製技術・知

識を修得するためのフェローシップ事業を英国水路部(UKHO)で実施し、世

界の海図のレベルアップと航行安全の向上を目指す

英国国防省水路部 2008 継続中 57 142,985

25
平和大学における平和構築のア

ジア人専門家の育成

平和と紛争研究が専門の大学院で、平和学に関する11の修士プログラム

を提供
国連平和大学 2007 継続中 356 1,805,824

26
北京大学による国際関係学の拠

点作りと人材育成
国際関係分野における高等教育および研究活動への奨学金

北京大学、東京大

学、早稲田大学
1996 2015 199 1,150,610

27

中央アジア出身のトルコ留学生

のための奨学金支給及び日本理

解促進事業

中央アジアからトルコに留学している大学生・大学院生を対象に日本語

や日本経済に関する講座を提供

イスタンブール工科

大学、アンカラ大学

等

2003 2015 323 602,334

海

洋
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奨学生

総人数

奨学金総額

(千円)

28
笹川アフリカ農業普及教育

（SAFE）プログラム

農業普及員及びSAFEプログラムの指導者を対象として学士号、修士号、

博士号の奨学金を提供

ウガンダ、エチオピ

ア、ナイジェリア、

マリ、タンザニア、

モザンビーク、マラ

ウイ、ベニン、トー

ゴ、ブルキナファ

ソ、ギニア、ガーナ

12ヵ国の学生19大

学

1993 継続中 114 244,325

29
中南米における農業リーダー育成

のための奨学金プログラムの推進

サモラノ・パンアメリカン農業大学（ホンジュラス）で学ぶ、学費の支

払いが困難な中南米諸国の留学生を対象に奨学金を提供
サモラノ農業大学 2001 2011 157 998,520

30
カンボジアにおける教育の質向

上事業

カンボジアの貧困農村地域出身の教員養成学校生を中心に、生活補助の

奨学金を支給し、彼らが教職課程において集中して学べる環境を提供

プノンペン初等・中

等教育師範学校
2005 継続中 2,682 76,560

31
日系人に対する日本留学の機会

の提供

海外日系人との親善交流、日本語教育支援、対日理解の促進等を目的

に、海外日系人および日本で生活する日系人に対して奨学金を提供

日本の大学院、大

学、専門学校等
2003 継続中 115 1,542,726

32
カンボジア国立伝統医療学校にお

ける人材育成と知識の集約

カンボジアにおける伝統医療の知識・技術の集約、人材育成、情報収集、伝

統医療従事者間のネットワーク強化を目的に、カンボジア国内全域から選定

された伝統医療従事者研修を実施

カンボジア国立伝統

医療学校
2010 2014 345 18,000

国

際

協

力
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総人数
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33
スリランカにおける義肢装具士

養成プログラムの推進

スリランカにおいて義肢装具サービスを必要とする人々のニーズを満た

すべく、スリランカ人の義肢装具士を養成

スリランカ義肢装具

士養成学校
2004 2015 77 821,640

34
インドネシアにおける義肢装具士

養成プログラムの推進

インドネシアにおいて義肢装具サービスを必要とする人々のニーズを満

たすべく、インドネシア人の義肢装具士を養成

ジャカルタ医療専門

学校
2009 継続中 162 1,371,216

35
フィリピンにおける義肢装具士

養成プログラムの推進

フィリピンにおいて義肢装具サービスを必要とする人々のニーズを満た

すべく、フィリピン人の義肢装具士を養成

イースト大学ラモン

マグサイサイ記念医

療センター

2011 継続中 89 1,072,788

36
ミャンマーにおける義肢装具士

養成プログラムの推進

ミャンマーにおいて義肢装具サービスを必要とする人々のニーズを満た

すべく、ミャンマー人の義肢装具士を養成

医療技術大学

（ヤンゴン）
2012 継続中 45 492,564

37

アジアの学生を対象とした義肢装

具士指導者養成プログラムへの留

学支援

国際義肢装具士資格であるカテゴリ2の既取得者が、2年間で指導者資格

（カテゴリ1）を取得するためのアップグレードプログラムへの留学を

支援

マヒドン大学

シリントン義肢装具

士養成学校

2015 継続中 38 174,900

38
障害と公共政策サイバー大学院

（IDPP）の開設と運営

障害当事者の中から、障害と公共政策に精通した人材を育成するため

の、修士号プログラム
アメリカン大学 2010 2015 26 680,172

国

際

協

力
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総人数
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(千円)

36

大学院における障害と公共政策

をテーマとしたプログラムの提

供

35の事業について抜本的な見直しを行い、アメリカン大学によるオンラ

イン教育ではなく、ASEAN域内各国の公共政策のトップ大学院にて障害

当事者が学ぶ形にリニューアルしたプログラム

マラヤ大学 2016 継続中 14 75,770

40
カンボジアの障害者に対する高

等教育の普及
身体障害のある学生の高等教育進学促進のため、授業料や生活費を給付 奨学生が任意で選択 2009 継続中 82 103,440

41
Sasakawa International

Scholarship

ギャローデット大学に入学が認められた発展途上国の聴覚障害者に対し

1年間留学費を給付
ギャロデット大学 1995 継続中 205 240,000

42
World Deaf Leadership

Scholarship

ギャローデット大学に入学が認められた発展途上国の聴覚障害者に対し

最大5年間留学費を給付
ギャロデット大学 2003 継続中 16 360,000

43

Nippon Foundation

Scholarship for Sign

Linguistics in Asia

手話言語学の分野で修士または博士号の取得を目指す学生を対象に授業

料と生活費を給付
香港中文大学 2016 継続中 6 36,000

44 笹川・デカロ奨学金
ロチェスター国立聾工科大学に入学が認められた発展途上国の聴覚障害

者に対し授業料と生活費を給付

ロチェスター国立聾

工科大学
1993 継続中 53 240,000

国

際

協

力
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45
日本財団アジア・フェローシップ

（APIフェローシップ）の推進

アジアの政治・経済・社会等の多岐にわたる分野で国境を越える様々な

課題を解決するために活動する、パブリック・インテレクチュアルズへ

の支援

奨学生が任意で選択 2000 2015 338 2,607,502

46

アメリカ・カナダ大学連合日本

研究センター日本財団フェロー

シップ

北米、欧州、オセアニアの大学で日本研究を専門とする大学院生にハイ

レベルな日本語教育を提供

10ヵ月間の集中授業により、日本語で研究できるようになることが、授

業の目的

アメリカ・カナダ大

学連合日本研究セン

ター

2012 継続中 107 438,777

47 ミャンマー政府行政官育成事業
ミャンマーが国際社会への復帰を目指すために必要な若手行政官の養成

を目的に10名を対象として同大学での２年間の留学費用を給付
国際大学 2014 2015 10 69,131

48
ヤングリーダー奨学基金プログ

ラム(Sylff)

世界の44カ国、69大学で勉強している優秀な学生に、人文学および社会

科学分野での奨学金を支給
基金設置69大学 1987 継続中 16,000 7,590,000

49
日本語教育基金プログラム(NF-

JLEP)

海外の11大学における日本語教育への支援として、奨学金の支給、教材

作成、教員育成等を実施
基金設置11大学 1994 継続中 1,600 1,320,000

国

際

協

力
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50
ダライラマ・笹川奨学金事業

(SILF)

インドのハンセン病コロニーに住む若者で高等教育進学希望者に対して

奨学金を支給
奨学生が任意で選択 1994 継続中 49 52,352

51 IKMAS日本財団奨学金事業

IKMASで研究するアジア諸国からの大学院生のための奨学金提供を始

め、研究・出版・アジアにおけるコミュニティ作り推進のための対話な

どを強化できるようにする

マレーシア国民大学

国際研究所(IKMAS)
2016 継続中 6 4,500

52 北欧における現代日本研究支援
北欧5カ国において、現代日本研究分野の教員雇用支援と現代日本研究

を行う博士課程学生への研究助成を実施する
北欧5カ国の7大学 2018 継続中 17 20,764

53
英国における日本研究奨学金プ

ロジェクト

英国の大学にて日本研究に従事する博士課程・修士課程の学生に奨学金

を提供することにより、日本研究者の育成、日本理解の促進に寄与する
英国の全大学 2013 継続中 149 259,486

国

際

協

力
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