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CWA1外国人留学生大学院女子奨学金に応募を希望する者は、以下をよく読んで、応募資格を
確認すること。出願にはCWN所定の出願用紙を使用すること。

2015年度CWAJ外国人留学生大学院女子奨学金(NJG)
応募格・出願の記入に際しての注意事項

集人数 1名

1.応資格

1.日本国以外の国籍を有し、かつ日本に永住権を持たない者で、2015年度(2015年4月一

2016年3月)に日本の大学院に学位取得を目的に在籍している女性。

2.応時に勉学のため日本に在住していること。海外からの応はできません。
3.英語および日本語の小論文を書いて提出すること

4.日本国および他国政府、諸団体から2015年度の奨学金、または年間150万円を越える助成
金を受ける者、企業留学している者は、応募できない。学費口ーン、授業料免除および在学し
ている大学の仕事で得た報酬は助成金にあたりません。

5.これまでにCWA1から奨学金を受けたことがある者、およびCWA1の会員は応募できません。

支給額 200万円

11.面接と最終結果

書類選考合格者には、東京で英語と日本語による面接を行う。面接日については下記の選考予

定表を参照すること。書類選考合格者には面接日の2週間前までに通知する。面接日の変更は
できない。最終選考結果は追って書面で通知する。CWN は選考に関して全ての権限を持ち、
選考についての問い合わせには一切応じません。
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Ⅲ.出願・選考予定表

2014年10月9日~
10月22日

2015年2月

2015年2月

Ⅳ.出願類の記入方法

願書受付期間。

出願書類、返信用封筒、推薦状、出願料などすべてを一括して

期間中に送付する。最終日消印有効。別送は認めない。

面接

合格通知

a)願(Forml・Applicationfo,scholarship)一応資格を確認すること。

1. P.即0加1ルル加ωm"本人について:全項目を記入すること。今後の連絡先 Add鵡Ssfor
釦turereferenceは、今後数年間に郵便物を受け取ることができる住所を記入する(例:両親また
は親戚の住所など)

2. C川ル川伽dpmPωedS加dypm8地脱現在およびCWAJ奨学金を受ける学年度の学部・学科。
該当する項目を記入する。

3. F加飢d"1ルル脚αti0π経済状態:過去に受けた奨学金・助成金の名称、額、期間を記入する。
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また現在受けている奨学金・助成金、およびこれからの受給が約束されているものについても、

その名称、額、期間を記入する。下の欄には、CWAJ以外の奨学金に応募している場合、その
名称、額、合格発表日を記入する。

4.P形W'0加五d如ωm"学歴:最も近年まで在学していた大学または研究機関を初めに記入し

(学位取得の有無を問わず)、大学以降の全ての学歴を逆の順で書くこと。

5. worldvolunteer other Experience 職歴・ボランティア経験・その他。呂1採氏を貼付してもよい。

6.&宮π加Cαπtpuhh'cali0πS, PルSeπιαn0πS, H0πorSαπd互WardS 主な表彰、賞、出版その他の業
績:出版物については、その名称、出版日、出版社(所)を記すこと。発表したものが、

審査を受けたものか、無審査か(rekreedornon・refereeのを記すこと。実際の出版物は送
付しないこと

フ. previ0加力11erπαtio"α1三χPeriehce 海外経験:海外勤務・留学・旅行・滞在・会議など.短
期間の休暇を除く。

b)エッセー(Form2・E誌a"

エッセーは英文800語以内で,所定の用紙(Fonn2) 2ページに収まるように書くこと。月1俳氏に書

いて所定の用紙に貼り付けてもよい。パソコンでも手書きでもよい。必ず署名すること。
日本語訳(1000字以内)を添付すること。

C)推薦状(Form 3 ・1,etterofReference)

2通の推薦状(LetterofReferenoo)、1通は在学中の大学の指教官に依頼し、もう1通は先の記

入者以外で応募者の専門分野の能力を評価できる人に依頼する。

推薦状は所定の用紙に英文で記入し、各記入者が原文を封筒に入れ、封印する。
推薦者は個人的な友人や親戚の者を除く。
日本文の場合は英訳を添付司、ること。

NJG2015

V.願書提出

出願に必要な書類を下記のチェックリストにより確認し、指示に従って提出すること。

1,願書受付期間 2014 10月9日~2014 10月22日水を厳守すること。最終日消
印有効。

提出を求められた書類は一括して送ること。別送は認めない。
所定の出願書類に不備があった場合は選考の対象にならない。

提出を求められた書類以外のものが同封されていても、評価の対象にならない。
英文以外の出願書類には英訳を添付すること。

い時に日本国外に在住する者は応できない。日本国外から送付された願書は受付け
ない

フ.応類の返却はしない。

8.全ての出願書類を一括同封し、「NJGAPPIICA110NENCιOSED」と表記して次ページ

の住所に普通郵便で送ること(留や宅配便にしない)。
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口 a)以下の出願書類1組とそのコビー2組の計3組。各組それぞれD ii)iii)の順に重

リップで止める。コピーはA4用紙に片面コピーすること。

口 D CWA1所定の願書(Forml)
口 ii)エッセーとその日本語訳(Form2)
口 iii)出願時までに在学したことのある全ての大学・大学院の英文の成績証明書

績評価の方法の説明を含む)

口 b) 2通の推薦状 LetterofReference(Form3)

出願類チェックリスト

口 C)在学証明書(学生証の=ビーは不可)あるいは入学合格通知書のどちらかを1通。大学
院の入学許可をまだ得ていない者は、合格通知の予定日時を記入すること。

口 d)返信先住所氏名を表記し、82円切手を貼った定形長升邦号封筒(120mX23.5Cm)
2枚(郵便番号も必ず記入すること)

ロ.)出願料:1000円の定額小為替(郵便局で購入する。何も書き込まないこど
現金や切手は不可

*出願料はCWへ1教育・奨学金プログラムへの寄付に充てられます。

出願類送付先

NJG 2015

〒141.0021

東京都品川区
上大崎 2-24-13-703
CWAJセンター

Scholarship comm章tee NJG pr0客玲m

NJGApplication End0託d

*上の住所ラベルは、出願書類送付時に切り取0て使ウて下さい
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C0工工EGEWOMEN'SASSOCIATIONOFJAPAN

APPIICATIONFORNJGSCHOIARSHIP

Please complete this form in 盈nglish, exceptwheN otberwise instructed.
Responsesshould be clearly printed orword・processed

1.PERSONAI'1NFORNIATION

First NetneF合tnily Nalne FU11N血e:Ka可i(ifapplicaMe)atldκαtahha Nationaliり,

Dete ofBMh

PNsent AddNSS( RO"1旦1)力hdKaηii沢a"ω

e・mailAddress:

Home Tel:

0伍Ce Tel:

2.CURRENTANDPROPOSEDSIUDYPROGRAM

a. current universio, or c011e宮e b. curtentDeparnnent FieldofS加dy ・2014
Nalne a11d Add詑SS(Eh81ishahdJapahe'e):

Filst k闘guage

大学名、住所

OtherLatlguageS 帥d plo"cie訂Cy (poor, AveNge, Good, FlueDt)

NJG2015

mposed U11iversi智 or c011ege (ifdifferent 6'om the C山lent)
Nalne 帥d Address (ε"宮1太hahdJ叩a"ιSe):

AddresS 和r Futare Re企rence (e名. F帥lily Home Address)

大学名、住所

e-mailAddress:

Home Tel:

0伍Ce Tel:

宮. Name 田ld Address ofAcedemic Advisor 血r Duration oflhis

Scholarship;

3. F劃'ANCIAI,1NFORNIATION(A札achadditionalsh此tsifneces .)
Past 飢d current 企110wships, scholarships or 80vetTmlent suppoH.1nclude begilmhlg arld endm冨 dates otld alnounts.

C. PNsent Academic stat11S (citde one).2014:
Ke尚,usei N仏 Ms phD other(speci6,)

Year(circleone); 1 2 3 4 5

e, proposed Departmenv Field ofstudy ・2015

Iist 肌y other finarlcial aid 北r which you alt applyh1宮. speci6 血e 三r抑如r, duralion,抑10unL a11d dete ofnoti丘C丑tion.

f. Academic S捻tuS 血r Durきtion ofthis scholaTship,2015.2
(circleone): NIA MS Pゆ 0Ⅱler(specify)

Year(circleone): 1 2 3 4 5 6

h. Have you been accepted itlt0 且名raduate de部'ee progNm?
If'、,es", please enclose veri"cation ofaccept抑Ce.
If"no" when M11y0Ⅱ be notified?

i, when do y011expectto receive your proposed de宮tee?

Form l, pa昌e l C.3.2 NJG 052014
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4. PREVIOUS EDUCATION (A廿ach additionalsheetsifnecesS田y.)

Academic hlstitution Field ofstⅡdy

5. WORWV01'UNTEENOTHEREXPENENCE(A伽Chadditionalsh門tsifnecess

Employerorganization ci島,andcountry Description (e名,1ype ofwork)

6.SIGNIFICANIPUB王'1CATIONS,PRESENrATIONS,HONORsandAWARDS

Da如 Description

Degee Receivcd
(e呂忍S BA,MS)

NJG2015

Dates ofA廿endance

(6'om ・ to)

フ. PREⅥOUS INTERNATIONAI' EXPENENCE (A壮achaddⅢonalsheetsifnecessary.)

City and country ReasonorpU叩Ose

.)

8. RE舌ERENC霊S (Nヨ皿es,廿aes, and i口StitⅡtions ofiⅡdividuals wbom y0Ⅱ h寂Ve 部ked to com lete Form 3.)
Names ofReferees Titles InS廿加tions

C・3-2 NJG 05/2014

Dates(伽m ・ to)

9. wheredid you hearabout血e cwAlscholarship pr0套ram?(checkonの

Univetsi訂,/professor Newspaper CWAJMember

Embassy CWAJ website Other(specify)

Dates (丑'om ・to)

Form l, pege 2
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2

ESSAY

In reading your application, we W抑tto getto hlow you as we11 as we C飢. please write an essay that
teⅡS us something about who you are arld what you hope to achieve. Your essay should include but not
be Ⅱm北ed to: D a description ofyour proposed study prog脚; 2) an exP1節ation ofwhy your subjectis
important; atld 3) your long tem P1飢S.1t should be n010ngertha1180o wordS 引ld should fitin the space
Provided. Y0山 essay may be word-processed or handwri廿en. S喰n y011r apPⅡCation atthe bottom ofthe
Second page.

Plea託Ⅱote: Members ofthe cwAJ scholarship selection commi廿ee have backgounds in marly different
丘elds.1tis importantthatyou write your essay as ifyou weN explainina y011rself田ld y0山 Workto an
educated person who is not如 expertin your 5eld.

NJG2015
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I certi6,thatthis statement is entirely my own original、vork 節d that a11i11formation induded in this
application is accurate to the best ofmy hlowledge.

Signature ofapplicant(reqⅡired)

Wordcount

Form 2, pa目e 2

Date
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C0見工EGEWOMEN'SASSOCIATIONOFJAPAN

CONFIDENTIA見王亘TTEROFREFERENCE

NameofApplicant

Th田lk you for helping the c011e目e women'S Association of JaP如 to evaluate the scholarsMp applicant
narned above. please complete tMs f0血 in En窒lish or include 帥 EnElish 廿如Slation. place the completed
form in a sealed envelope marked "con6dential." sigl or place your official seal across the envelope seal,
and return the envelope t0 杜le applicant for inclusion in the completed application.

Narne ofReferee

Occupation, Title, Field

Firm or lnstitution

Address:

Tel:

HowweⅡ,互Ow long, and underwhatconditions havey0Ⅱ knoWⅡ the applicant?

The cwAJ selection c01111n汝ee would like your assessment ofeach of小e f0110wing charecteriS而CS W武h
respectto this applicatlt. usin宮the f0110wing numeric r飢kin底 System, please place a numberin the box
beside 閉Ch ofthe categories below、1n the spaces provided, please disC山S yourr田IMng ofthe applica11t with
respectto eachcharacteristic,旦Si旦^辻kΣ^聖^.(1fyou prefer, your discussion ofthese items may be
typed on 帥othersheet 抑d attached.)

RANKINGS:

1 - Exceptional(one ofthe bestlhave enc0Ⅱntered in my careeo 5-Average
2 - Exce11ent(top lo%) 6 -Below Averaae
3 -very Good (weⅡ above average) X -No basis forjud曾nent
4-Good (above average)

F雛:

NJG2015

e-mail:

he applicaⅡt's inte11ectualability aⅡd knowledge in her ch0託n neld

2. Ibe applicant's fut11re potentialin her ch0託n field

C.3-2 NJG 05/2014
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3.1he merit and validity ofthe applicant'sstudy program

4. The applicant's ability to plaⅡ and e至ecute stⅡdy objectives

5. T互e initiative, character and leadersh叩 qualiⅡes of仙is applicant

NJG 2015

RANlaNG

図

Please U託thespace below to teⅡ Us anythin雪 e1託you th血kwould help usto eva1Ⅱate this
applkant.

S電na加re Date

Thank you for 仇kin号 the time t0 丘Ⅱ in this fbrm.
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Name ofApplicant

C01'1.,EGEWOMEN'SASSOCIATIONOFJAPAN

CONFIDENTIA工工ETTEROFREFERENCE

Th帥k you fbr helpin昔 the c011e宮e women'S Association of JaP飢 to evaluate the scholarsNp applicant
natned above. please complete tMS 允rm in En窒lish ot include 田I En旦lish translation. place the completed
form in a sealed envelope marked "confiden而al." si即 or place your ofncialseal across the envelope seal,
抑d ret11rn the envelope to the applicant forinclusion in the completed application

Nalne ofReferee

Occupation, Title, Field

Firm or lnstitution

3

Address:

Tel:

HOW'weⅡ, how long, and Ⅱnderwhatcond黄i0ⅡS haveyou known the applicant?

The cwAJ selection cor1血汝ee would like your assessment ofeach ofthe f0110win8 Ch釘actetishcs with
respectto this appliC飢t, usin宮 the f0110wing nulneric ra11king system, please place anumberin the box
beside each ofthe cate80ries below.1n the spaces provided, please discuss your r抑king ofthe applicatlt with
respectto each characteristic, usin旦 Specific eX帥IDles.σfyou prefer, your discussion ofthese items may be
typed on arlothersheet 田ld a廿ached.)

F飢:

NJG 2015

RANKINGS:

1 -Exceptional (one ofthe bestlhave enc0醐tered in my careeo
2 -ExceⅡent(top lo%)
3 -very Good(weⅡ aboveavera三e)
4-Good (above averaae)

e.mail:

The applkant's inte11eC加alability and knowled宮e iⅡ her C五Osen neld

2. The applicant's futⅡre poten"alin herch0託Ⅱ neld

5-Average

6 -BelowAverage
X-No basis forjud即nent

RANlaNG

図
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