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Any topic reιevant to
ι藷e insurance.
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Ten applicants wi11 have a chance to receive a ¥5.ooo bookstore gi什 Certificate.

0●tP巾●¥500,ooo f引0船.脚y
e"dP巾●¥300,ooo f引0"00脚y
@川 P"鵡¥100,ooo f0門剖.mi郎謁y.
E什ortAward ¥50,ooo forseveralessays
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APPUCANT EUG旧ル1TY &GUIDEUNES

NationaⅡty. student status.
Ceremony Attendance Requlrement.

Or deta'ιS please re rto
https:ノノWWW.faⅡa.info
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ト論文テーマTHEME
Any toplc relevantt0 Ⅱfe lnsurance.
Vve look forward to receivin8 many entries, not only from intemational students vvho study
insurance schemes but also from students unfamili引 With life insurance but interested in

ChaⅡen名in8 themselves and bringin8 their or喰ina{ideas and rich ima8ination to bear on the topic
Of life insurance.

DEADUNE

ト応募格等APPUCANT EUG旧IUTY
1. You must be an 'nternationalstudent currently "vin8 and studying in Japan. Your status of

residence iS 留学(RYUGAKU) and you are enr0Ⅱed in an under8raduate or 8raduate pr08ram at
a Japanese university.

2. As a 8eneralrules. you must be a nationalof a country that sends partiCゆants to FAUA seminars.
(countries vvhich have sent partiCゆants to FAUA include cambodia. china,1ndia,1ndonesia.
South Korea, Malaysia. Myanm引. the phi"ppines, sin8apore, sri Lanka, Taiwan. Thailand. Turkey,

Uzbekistan, and vietnam. FO『 more details, please referto the FAUA vvebsite or inquire directty.)
3. You must stiⅡ be with the university ゛/hen vve hold the avvard ceremony, vvhich you must also

be able to attend.

(The avvard ceremony is scheduted in the be8innin80f 2021, vve W川 announce the fixed
Schedule later on our vvebsite.)

巨原稿規定GUIDEUNES
1. The essay must be w"tten in En冒lish or japanese.
2. The essay must be ori8inal and unpublished.

3. CO・authored essays W川 be accepted, but each member must sat'sfy the applicant eli目山ility
requ'rements explained above.

4. The essay must be 40oo t050oo vvords in En81ish, or 40oo t0120oo charaders in Japanese.

5. An application form must be sent with the essay.

The template can be downloaded from our website.

6. vvhen quotin宮 others. please be sure to properly acknowled8e the source.(For more details.
P(ease refer to the FAQ sedion on our vvebsite.)

Your essay should be pla81arism free.1f unequivocal pla8iarism is detected. your essay W川 be

rejected and.if applicable, you wiⅡ be required to reimburse the prize.
フ. The copyri8htfor aⅡ essays entered W川 be assigned to ourfoundation.

8. vve may introduce winnin8 essays.includin8 details about the authors (name, nationa【ity.

Un'versity) on our website or by some other method.

ト発表ANNOUNCEMENT
Prize winners wiⅡ be informed directly in December ユ020 and pubⅡCly announced on
Our website a什erthe award ceremony in the be宮inning of 2021.

ト審責委 JUDGES
・ chair

・committee members

(in alphabetical ordeD

10・sep・2020
at l:oopm

ト審査基準JUDGING CRITERIA
.structure(Formavstyle)- clarity oftheme and/orresearch topic

- structural development and validity of conclusion

- Ana[ytical stren8th

Use of appropriate method0108y/approach
- L0号ic and reasonin8

- or喰inality・contents

- Academic inte8rity (no pla8iarism)

Intan8ible5 (e.8., societalrelevance)
・Technical - citations and referencin号

- Readability and presentation

(clarity of expression & vvord choice;1an8Ua8e mechanics)
*candidates may be inteNiewed for evalua"on purposes.

トその他注項ADDITIONAUNFORMATION
1. vve may use personalinformation received via this competition 50[ely for our foundation' s use.
2. For the avvard ceremony, vve wiⅡ Cover the transportation expenses in Japan.

Professor

Professor

Associate profeS50r

Professor Emeritus
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Takau Yoneyama
HarukoAmano

Jin Abe

Soichiro MO"daira

ec

Tokyo Keiza' university

Japan vvomen' s university
Hitotsubashi university

Keio university

CONTACT E・ma札essay@faua.jp
Tet.045(827)2671

懸賞論文係 Essay competition Group
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日本語版補助資料

2020年9月10日(木) 1: oopm 送信日時まで受付

^

1 等.....50 万円(1編)

2 等.....30 万円(1編)

3 等.....10 万円(数編)

努力....・ 5万円(数一)
*但し、審査の結果、「該当者無し」という場合もあり得ますのでご承知ください。

応募特典として、応募された方の中から抽選で10名の方に図書力ード(5,000円)を進呈いたします。

6キ'ニミ 1ぐて"ン6

^

日本語貼英語一

応募OK !

▼

(該当者へは、直接連絡させて頂きます。)

i兪三之ワ・^マフ
'、;コ、、'ト 」 4,1

生命保険に関する内容

テーマは、様々な分野で学ぶ留学生の方に取りで頂けるものとします。保険制度につぃて学んでいる方も、これまで

興味がなかった方も、この機会に是非とも皆さんの自由で豊かな発想で応募してみて下さい。論文は、必ずしも保険につ

いての認識度の高さを問うものではありません。どのような切り口、アプローチでもかまいません。

*その他詳細は、懸賞論文ウエブサイト(httP5://WWW.falia.info)をご参照ください。

以下の剣牛を満たす方とします。

1.日本国内の大学・大学院に在学し、在留資格が「学生(留学)」である方

2.国籍:原則亡して、弊財団が研修対象とする国

(これまでのる升修参加実績は、インド、インドネシア、ウズベキスタン、韓国、カンボジア、シンガボール、スリランカ、

タイ、台湾、中国、トルコ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー等。詳細は、当財団HPを参照下さい。)

*弊財団は、「開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする」事業を活動の柱とし、正しい保険思想の啓発普及を図るとともに保

険事業の健全な発展にひろく寄与することを目指しています。

3.表彰式時点で在学し、表彰式に出席出来ること(表彰式は、 2021年ネ刀を予定)
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原稿規定

1.応論文は、日本語、又は、英語でかれたのものとします。

2.応論文は、しや者が一切の権利を有するオリジナルで、未発表のものとします。

3.共f乍を認めます。ただし、グループ内全ての方が応資格を満たしてぃることが必須条件です。

4.原稿は、日本語の場合はワープロ原矧士上がりA4判(横40字X30行)とし、文字数4,000~12,000字とします。
英語の^は、 4,000~5,000語とします。

5.応募は、,・、論文ウエブサイト(hせPS://WWW.falia.info)のP フォームから論文(word)を添付し送信してください
※通信事情1こよる遅延も見込まれますので、日にちに1式余裕をもつて応募してください。

6.自分の,三三と参考文献からの引用を明確に区別し、参考文献を引用する場合、必ず出典を明記してください。

その場合は、直接引用・間接引用等引用の仕方に応じて、表示を適切に行つてください。

※0=諭文ウェブサイト(hせPS://WWW.fa1治.info)で論文執筆のヒントが掲されているので、参考にしてください。
※剰窃等不適切事項が受賞後に発覚した場合には、の取り消しを行い賞金の返還を求めることがあります。

フ.応募論文の著イ乍1雀は、主催者に帰属します。

8.入=論文は、氏名・国籍・大学名等と共に弊財団ホームページ等で立^することがあります。

^

入一につぃては直接ご本人に通知するとともに、弊財団ホームページにて発表いたします。

また、入=者対象の表彰式を2021年初に予定しており、表彰式に合せて、弊財団の主催するセミナー等を計画しています

(全体で1日程度のプログラム)。
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米山

阿部

天野

森平

高生(委員長)

仁

晴子

爽一郎
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1.応規定に沿ったものであること。

東京経済大学教授

一橋大学准教授

日本女子大学教授

慶應義塾大学名嘗教授

2.以下の観点から選考します。

「構造(形式・スタイル)」
「内容」

「技術」

3.選考にあたっては、4矣;甫者に面談を実施させていただくことがあります。

^ー=

1.応募にあたり取得した個人情報は、審査に伴う通知及び弊財団の事業内容等のお知らせにのみ使用します

2.表彰式およびセミナーに出席するために必要となる日本国内交通費は、弊財団で負担いたします。

問合せ先

(50音順)

課題設定の明確さ/結論・プロセスの妥当性/分析力/手法の適切さ/展開の論理性
独創性/健全性/その他加点ボイント

引用の適切さ/英語・日本語の文章技術/

公益財団法人国際保険振興会懸賞論文係

〒244-0805

神奈川県欄兵市戸塚区川上町91・1

E・mail: essay@falia.jp

U R L : https://WWW.falia.or.jp

BEUSTAタワ一東戸塚401

Tel:(045) 827-2671
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詳細はこちらもご覧くださ
し、。

htヒPS://WWW.falia.info


