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2019 年度 CWAJ 視覚障害学生奨学金（国内）
募集要項・願書
一般社団法人 CWAJ (College Women’s Association of Japan) は、世界数十か国からの女性会員が、教
育・文化の国際交流を通して社会に貢献することをめざしている団体です。CWAJ では、日本国籍あるいは
日本国特別永住権を持つ視覚障害のある男女で、2019 年度に日本の大学、大学院で勉学する者を対象
に奨学生を募集します。
募集人数： ２名

支給額： 各１５０万円 （給付型奨学金）

I. 応募資格
１．
２．
３．
４．

身体障害等級表による級別１－６級の視覚障害者。
日本国籍あるいは日本国特別永住権を保有する女性または男性で、出願時に日本に在住する者。
大学奨学金に応募する者は、2019 年３月末までに国内の４年制大学の２学年を終了していること。
大学院奨学金に応募する者は、2019 年３月末までに国内の４年制大学を卒業し、奨学金支給期間中
（2019 年４月～2020 年３月）に国内の大学院に学位取得のため在学すること。

５． これまでに CWAJ から奨学金を受けたことのある者、CWAJ 奨学金受給期間中に他の団体や公的機
関から年額１００万円を超える奨学金を受ける者(貸与、障害者年金、学費減免は除く)、および CWAJ
のメンバーは、応募できない。
（注意：この奨学金の選考にあたり、英語の語学力が問われることはありません。）

II. 出願方法
a)
b)
c)
d)

願書提出期間： 2018 年１１月 7 日(水曜日)～１１月１4 日（水曜日） 最終日消印有効。
出願書類は墨字で作成すること。
E メールによる願書提出は受付けない。
応募者は下記の全ての書類を同封し、封筒に 「願書在中 SVI-SJ」と表記して CWAJ センター宛に送
付する。

e) 普通郵便またはレターパックライトで送ること。書留や宅配便, レターパックプラスなど受け取り時に
受領印を必要とする方法で送らないこと。
f) 所定の出願書類に不備があった場合や、コピー部数が足りない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、評価の対象にはならない。出願書類は返却しない。
願書送付先

*出願書類送付時に、下記ラベルを切り取って使ってもよい。

〒141-0021
東京都 品川区 上大崎 2-24-13-703
CWAJ センター
CWAJ 奨学金委員会
願書在中 SVI-SJ
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III. 出願書類チェックリスト
□ a) 以下の出願書類１組とそのコピー２組の、計３組。各組それぞれ①、②、③の順に重ね、クリップで
止めること。コピーは A4 用紙に片面コピーすること。
□ ① CWAJ 所定の願書 (Form 1)
□ ② 小論文 （各頁の上端に氏名を記入する）
□ ③ 出願時までに在籍したことのあるすべての大学・大学院の英文の成績証明書。厳封不要。
□ b) ２通の推薦状 Letter of Reference (Form 2)
１通は応募者の直接の指導教官・教授、あるいは職場の上司に記入を依頼する。
もう１通は先の記入者以外で、応募者の学問・専門分野の能力を評価できる人（ただし、個

□
□
□
□

人的友人、親戚は除く）に依頼する。
推薦者は所定の用紙を使い、各記入者が原文を封筒に入れ、封印する。
c) 障害者手帳のコピ－１部
d) 在学証明書（学生のみ）１通
e) 返信先住所を表記し、８２円切手を貼付した定型角形３号封筒（１２cm X ２３．５cm） ２枚
（郵便番号も必ず記入すること）
f) 出願料： 2,000 円の銀行振込 振込先：三菱 UFJ 銀行目黒支店（店番６８０）
普通預金口座：０２５９０７６ 口座名：一般社団法人 CWAJ
応募者の名前の後に SVISJ と必ずつける。 例： ムラカミ ハルキ SVISJ
振込明細書のコピーを同封すること。

IV. 面接と最終結果
書類選考合格者には、201９年２月に東京で英語の自己紹介と日本語による面接を行います。書類選考合
格者には面接日の２週間前までに通知します。最終選考結果は E メールと書面で通知します。
CWAJ 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。
電話での問合せには応じられませんので、ご注意ください。

V. 選考予定表

201８年１１月７日（水）～
201８年１１月１４日（水）

願書受付期間。
出願書類、返信用封筒、推薦状、出願料などすべてを一括してこの
期間中に送付する。最終日消印有効。別送は認めない。

201９年 ２月
3月

面接
選考結果通知
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CWAJ 視覚障害学生奨学金(国内)応募願書
APPLICATION FOR CWAJ SCHOLARSHIP FOR THE VISUALLY IMPAIRED TO STUDY IN JAPAN

1. 本人について PERSONAL INFORMATION
氏名（漢字）Name (Kanji)

生年月日 Date of Birth

性別 Gender
(Circle one)
M 男/ F 女

氏名（ロ－マ字）Name (Romaji-underline family name)

身体障害者等級表による級別
Grade of Disability

国籍 Nationality

現住所（漢字とロ－マ字）Present Address (Kanji and Romaji)
〒

今後の連絡先（親の住所など恒久的と思われるものを記入してください）
Address for Future Reference (e.g. Family Home Address)
〒

Personal e-mail:

e-mail:

Tel:

Tel:

Fax:

2. 学歴 EDUCATIONAL QUALIFICATIONS（書ききれない場合は別紙を貼付してもよい）
学校名（高校以上）

学位／現在の学年

専攻分野

High school & University

Degree Received/
Current Status

Department/Field of Study

取得日又は見込み日
Dates
(from – to)

3. 大学院：修士課程・博士課程 (大学院の志願者のみ) GRADUATE STUDY PROGRAM (if relevant)
大学院
Graduate school to which
you are applying

専攻分野
Field of Study

学位
Degree Objectives
(e.g. MS, MA, PhD)

入学許可の有無
Accepted
(Yes/No)

期間
Dates（from – to）

修士課程・博士課程の入学許可を得ている場合、入学許可証明書を同封すること。*Please send verification of acceptance.

4. 経済状態（書ききれない場合は別紙を貼付してもよい）FINANCIAL INFORMATION (Attach additional sheets if necessary.)
大学在籍時に受けた奨学金、年金、補助金の有無（CWAJ 奨学金も含む）－名称、額、期間
Previous and current university-level fellowships, scholarships, government support or/any education loans. Include dates and amounts.

CWAJ 以外の奨学金に応募している場合は、その名称、額、期間、発表日。
List any other scholarships for which you are applying. Specify the granter, duration, amount, and date of notification.
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5. ボランティア経験・職歴・スポーツや課外活動など WORK/VOLUNTEER/OTHER EXPERIENCES
(どんなことでもよい。書ききれない場合は別紙を貼付してもよい)

団体/勤務先
Organization / Employer

所在地
City & Country

6. 表彰、賞、出版、その他の業績

活動内容/職種
Type of Activities / Work

期間
Dates (from – to)

SIGNIFICANT HONORS and PUBLICATIONS

これまでに受けた賞（勉学、芸術、スポーツなど、何でもよい）、発表した論文やエッセーなどがあればすべて書いてください。出版物はその
名称、出版日、出版社を記すこと。発表した物が審査を受けた物か、無審査かを記すこと。実際の出版物は送らないこと。
年月日を入れてください。 Please include dates.

7. 小論文

ESSAY

８００字以内で小論文を１編書いてください。小論文の各ペ－ジの上部に、出願者の名前を書くこと。
小論文では以下の５項目について述べてください。順番は変わってもかまいません。また、これ以外のことを付け加
えてもかまいません。
１．あなた自身の紹介
２．現在の専攻分野
３．どうしてその専攻分野に興味を持つようになったか
４．現在専攻している勉強／研究を、あなたの将来や社会にどのように役立てるつもりか
５．将来の計画について、できるだけ具体的に
応募願書に記載された内容に偽りはありません。

本人の署名

年月日

APPLICANT’S SIGNATURE

代筆者の署名

年月日

DATE

DATE

CWAJ 奨学金のことをどこで知りましたか？ ○印を付けて下さい。
学校・指導教官

新聞

CWAJ の会員を通じて

CWAJ ウェブサイト
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推

薦

状

この推薦状は、CWAJ 奨学生選考委員会が応募者の審査を行うにあたり、重要な参考資料といたします
ので、応募者についての詳しい評価をご記入下さい。記入後は原文を封筒に入れ封印し、応募者にお
渡し下さい。
応 募 者 名 ___________________________________________________________________________
推 薦 者 名 ___________________________________________________________________________
推薦者の所属先・役職等 _________________________________________________________________
推薦者住所 ___________________________________________________ 電話 ____________________
私はこの応募者を_______年から_______年まで、_______________として、指導しています／ました。
他の学生と比較の上、該当する個所に、◯印をつけて下さい。
特 に
優れている

優れて
いる

普 通

コ メ ン ト

知的能力
専門分野における
知識
研究意欲と実行能力

協 調 性

統 率 力

応募者に対する推薦文を、できるだけ具体的にお書き下さい。（裏面もご利用になるか、別紙を添付してもか
まいません。）

署名 _____________________________________
Form 2, page 1 of 1
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推

薦

状

この推薦状は、CWAJ 奨学生選考委員会が応募者の審査を行うにあたり、重要な参考資料といたします
ので、応募者についての詳しい評価をご記入下さい。記入後は原文を封筒に入れ封印し、応募者にお
渡し下さい。
応 募 者 名 ___________________________________________________________________________
推 薦 者 名 ___________________________________________________________________________
推薦者の所属先・役職等 _________________________________________________________________
推薦者住所 ___________________________________________________ 電話 ____________________
私はこの応募者を_______年から_______年まで、_______________として、指導しています／ました。
他の学生と比較の上、該当する個所に、◯印をつけて下さい。
特 に
優れている

優れて
いる

普 通

コ メ ン ト

知的能力
専門分野における
知識
研究意欲と実行能力

協 調 性

統 率 力

応募者に対する推薦文を、できるだけ具体的にお書き下さい。（裏面もご利用になるか、別紙を添付してもか
まいません。）

署名 ______________________________________
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