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ESSAY COMPETITION. th

SUBM ISSION DEADUNE sept.9,2021 atl:0OPM
→論文テーマ THEME

PerspediV郎 on ufe lnsunnce.
We wel〔ome a broad spectrum of viewpoints and invite submissions, not only from intemati0舶I students majoring in business, management
Or finance but also from students unfamiliar with insurance but interested in cha11enging themselves and bringing their originalideas and
diverse cultural backgrounds to bear on the role of life insurance in today's society

→応資格等 APPUCANTEUG旧ルΠY

1. You must be an internatlonal student currently living and studying in Japan. Your status of residence iS 留学(RYUGAKU) and you are
enr011ed in an undergraduate or graduate program at a japanese university

2. As a general rule, you must be a national of a country that sends participants to FALIA seminars
(countries which have sent pa川Cipants to FALIA include cambodia, china,1ndia,1ndonesia, south Korea, Malaysia, Myanmar, the
Phili叩ines, singapore, sri Lanka, Taiwan, Thailand, Turkey, uzbekistan, and vietnam. For more details, please refer to the FA[1A website or
inquire directly.)

3. You must sti11 be wth the university when we hold the award ceremony, which you must also be able to attend
(The award ceremony is scheduled in the beginning of 2022, we wi11 announce the fixed schedule later on our website.)

→原稿規定 GUIDEⅡNES
I The essay must be w"tten in English orjapanese.
2. The essay must be original and unpublished.
3. CO・authored essays wi11 be accepted, but each member must satisfy the applicant eligibility requirem印ts explained above.1f seleded, the

CO・authors WⅢ Share the prize
4. The essay must be 40oo t050oo words in EnψSh, or 40oo t0120oo characters in Japanese
5. An application form must be sent with the essay

The template can be downloaded from our website
6.い/hen quoting others, please be sure to pr叩erly acknowledge the source.(For more details, please referto the FAQ section on our website.)

Your essay should be plagiarism free.1f unequivocal Pねgiarlsm is detected, your essay wi11 be rejected and,ilapplicable, you wi11 be required
to reimburse the prize

7 The copyright for a11 essays entered WⅢ be asS四ned to ourfoundation
8 Vve may publish winning essays,1ncluding details aboutthe authors (name, nati0舶lity, university) on our website or by some other method.

→査委員 SE[[CTIONCO MITTEE

Takau YoneyamaProlessor. chair

.committeemembers professor Haruko Amano

Associate professor JinAbe

The Foundation forthe Advancement of ufe & 1nsurance Around the world

[pubιic lnterest lncorporated Foundatlon]

→査基準 EVAWATIONCRITERIA

. structure(Format/style)- clarity oftheme and/orreseal〔h topic
Structural deve1叩ment and validity of conclusion
Analytical strength

- use of appropriate me小od010gy/approach
- Logic and reasoning
- originality. contents

- Academic integrity (no plagiarism)
Intang'bles (e.g., societalrelevance)
Ctations and referencing'{需冊訟節加doo

- Readab11ity and presentation
(darity of expression & word choice; 1anguage mechanics)

*candidates may be inteNiewed for evaluation purposes.

→発 表 COMMUN CAT ONANDANNOUNCEMENT

Prize winners wiⅡ be informed directly in December 2021 and publicly announced 伽 Our website afterthe award ceremony in the
beginning of 2022.

→その他注意項 ADDTIONAUNFORMATION
1. The personannformation provided to us by the applicants via this competition wi11 be used in accordance with FAUA's privacy policy. For

more details on FAUA's prlvacy policy, please vlsit our website
2. Forthe award ceremony, we wi11 Coverthe transportation expenses ln Japan

CO NTACT E・ mail essay@falia.jp Te l.045 (827) 2671
懸賞調文係 Essay competition Group

Check our website

For detai15, plea5e refer to
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日本語版補助資料
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以下の条件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:原則として、弊財団がる刑修対象とする国

(これまでのる刑彦参加実績は、インド、インドネシア、ウズベキスタン、韓国、カンボジア、シンガポール、スリランカ、

タイ、台湾、中国、トルコ、フィリヒン、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広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、 2022年初を予定)
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2021年9月9日(木) 1:0OPM 送信時まで受付

1 等当.....5 ◆万円(1編)

・・ 0 "(1編)等当...

0万円徴矧等当.. . ..

努力賞・・・・・万円(数編)
*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名の方に図力ード(5,000円)を進呈いたします。

(該当者へは、直接連格させて頂きます。)
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「生命保険に関する内容」

様々な分野で学ぶ留学生の方から、生命保険に関する内容をテーマとした論文の応募をお待ちしております。保険制度に

ついて学んでいる方も、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。
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1.応募論文は、日本語、又は、英語で書かれたのものとします。

2.応募論文は、応募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.共作を認めます。ただし、グループ内全ての方が応募資格を満たしていることが必須条件です。

※入賞された場合、賞金は1つの応募論文に対して支払われるものとします。

4.原稿は、日本語の場合はワープロ原稿仕上がりA4判(横40字X30行)とし、文字数4,000~12,000字とします。

英語の場合は、 4,000~5,000語とします。

5.応募は、懸賞論文ウェブサイト(h比PSゾ/VVWW.falia.info)の応募フォームから論文(word)を添付し送信してください
※通信事情による遅延も見込まれますので、日にちには余裕をもって応募してください。

6.自分の意見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、表示を適切に行ってください。

※懸賞論文ウェブサイト(https://WVVVV.falia.info)で論文幸丸筆のヒントが掲載されているので、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、賞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.応募論文の著作権は、主催者に帰属します。

8.入賞論文は、氏名・国籍・大学名等と共に弊財団ホームヘージ等で公表することがあります。

名旨j1亙1でを上ヨ

米山

阿部

天野

高生(委員長)

仁

晴子
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1.応募規定に沿ったものであること。

2.以下の観点から選考します。

「構造研3式・スタイル)」

東京経済大学教授

一橋大学准教授

日本女子大学教授

「内容」

「技術」

3.選考にあたっては、候補者に面談を実施させていただくことがあります。

入賞については直接ご本人に通知するとともに、弊財団ホームヘージにて発表いたします。

また、入賞者対象の表彰式を2022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日ネ呈度のプログラム)。

鳥

(50 音順)
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1.応募にあたり取得した個人情報は、弊財団の規定に基づいて適正な取り扱いと保護に努めます。詳細については、弊財団のウ
エブサイトに記載させて頂いておゆます。

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。

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/その他加点ポイント

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

神奈川県横浜市戸塚区川上町91-1

E・mail: essay@falia.jp

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

BELISTAタワ一東戸塚401

Tel:(045) 827-2671
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