
日 本 学 生 支 援 機 構

平成 30 年度 優秀学生顕彰事業 募集案内

＜ 対象：学部生 ＞（外国人留学生は対象外）

日本学生支援機構では、一般の寄附者から寄せられた寄附金を財源に、経済的理由により修学に困難があり

つつも、学術、文化・芸術、スポーツ、社会貢献、産業イノベーション・ベンチャー、国際交流の各分野で優

れた業績をあげた学生に対して、これを奨励・支援することにより、２１世紀を担う前途有望な人材の育成に

資することを目的とする顕彰事業（表彰と奨励金の交付）を行なっています。

つきましては、次の応募資格に該当する希望学生は、所属の学部事務所または奨学課 HP より「募集要項」

を入手し、所定期間内に奨学課まで必要書類を提出してください。

１．応募分野と奨励金
次の A～F の分野での優れた業績（詳細は募集要項を参照）が対象となります。

応募分野 大賞 優秀賞 奨励賞

Ａ．学 術

５０万円 ３０万円 １０万円

Ｂ．文化・芸術

Ｃ．スポーツ

Ｄ．社会貢献

E．産業イノベーション・

ベンチャー

F．国際交流

２．応募資格 次の①～③の条件を全て満たす学部学生（外国人留学生は対象外）

①標準修業年限（通常４年）で卒業可能な者

②日本学生支援機構奨学金（第一種または第二種）を受けている者

または日本学生支援機構第二種奨学金の出願資格を満たしている者

※奨学金を受けている必要はありません。

※１年生から応募可能ですので、奮ってご応募ください。

③本学在学中に、上記「１．応募分野と奨励金」の分野で優れた業績をあげた者

３．提出書類
以下の書類・電子データを所定期間内に全て揃えて、奨学課に提出

[1]「平成 30年度 日本学生支援機構 優秀学生顕彰 申請書」

[2]「活動記録記入票」

[3] ｢将来構想記入票｣

[4]「業績記入票」（綴込の別紙様式５－Ａ～Ｆのうち該当するもの）

[5] 上記の業績記入票に記載した事項を証明する関係資料（書類、動画・音声等の電子データ）

[6] 最新の「成績証明書」（コピー可）

[7] 父・母（両方）の「平成 29年度所得証明書」等（コピー可、該当者のみ）

[8] アンケート（任意）

※[1]、[2]、[3]、[4]の書類は 紙・電子データ（Excel）両方の提出が必要です。

詳細は募集要項をご確認ください。

４．応募（書類提出）締切日・提出場所
提出締切：7 月 31 日（火） 17:00＊厳守＊

提出物：

紙、DVD・CD ：学生部 奨学課（戸山キャンパス・学生会館１階）まで提出

電子データ ：kikou-tantou@list.waseda.jp 宛にﾌｧｲﾙ(Excel)を添付して、締切日中にﾒｰﾙで提出
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2015 年度
■ スポーツ

(大賞)

瀬戸 大也 早稲田大学 スポーツ科学部スポーツ科学科 3 年

〔水泳〕 第 15 回世界水泳選手権 400m 個人メドレー 優勝、 第 11 回世界短水路選手権 400m 個人メドレー 優勝、 第 12

回世界短水路選手権 400m 個人メドレー 優勝、 第 12 回パンパシフィック選手権 200m バタフライ 優勝、 第 17 回 アジ

ア大会 200m バタフライ 優勝。

藤田 慶和 早稲田大学 スポーツ科学部スポーツ科学科 4 年

〔ラグビー〕 ラグビーセブンズ世界大会でベスト 8になり、18 トライをとった。アジアでは MVP になり、4年間優勝。2015 年の

ワールドカップ出場権を獲得し、ラグビーの世界代表選出。

（優秀賞）

小林 諭果 早稲田大学 スポーツ科学部 3 年

〔スキー・ジャンプ〕 ２０１５年冬季ユニバーシアード競技大会 スペシャルジャンプ競技 女子個人戦２位、女子チーム戦２

位、男女ミックス戦１位、第９３回全日本選手権スペシャルジャンプ競技女子の部１位。

中村 克 早稲田大学 スポーツ科学部 4 年

〔水泳〕 ジャパンオープン １００ｍ自由形１位（日本新記録）・５０ｍ自由形２位、日本選手権 １００m自由形１位・５０

ｍ自由形２位、ワールドカップ東京 １００ｍ自由形１位・５０m自由形６位、アジア大会４００ｍフリ―リレー２位、日本学生

選手権 １００ｍ自由形１位・５０ｍ自由形１位・４００ｍメドレーリレー１位。

（奨励賞）山元 豪 早稲田大学 スポーツ科学部スポーツ科学科 3 年

〔スキー〕ユニバーシアード競技会（チーム HS100/10km・3 位、グンダーセン HS100/10km・7 位 マススタート HS100/10km・4 位）、

コンチネンタルカップ（グンダーセン HS140/15km・10 位 グンダーセン HS140/10km・5 位。

2016 年度
■ スポーツ

（優秀賞）

坂井 聖人 早稲田大学 スポーツ科学部スポーツ科学科 3 年

〔水泳〕 第 12 回パンパシフィック選手権 200m バタフライ 4位入賞 第 16 回世界水泳選手権大会 200m バタフライ 4位入賞

ワールドカップ 2015 アジアシリーズ 100m バタフライ、200m バタフライ、1500m 自由形優勝

（奨励賞）

香山 芳美 早稲田大学 スポーツ科学部スポーツ科学科 3 年

〔レスリング〕平成２６年全日本女子オープンレスリング選手権大会 ６０㎏級 優勝、平成２６年天皇杯全日本選手権大会 ６

０㎏級 ３位、平成２７年アジア選手権 ６０㎏級 ２位、平成２７年世界ジュニア選手権 ５９㎏級 ２位、平成２７年全日

本学生レスリング選手権大会 ６３㎏級 １位。

加藤 修也 早稲田大学 スポーツ科学部スポーツ科学科 3 年

〔陸上〕日本国内で開催される日本選手権や全日本インカレなどの国内の大会で上位成績を収めるのはもちろんのこと、国際大会

でも何度も上位入賞、表彰台に上るなど日本の陸上界を盛り上げた。

多胡島 伸佳 早稲田大学 スポーツ科学部スポーツ科学科 4 年

〔レスリング〕大学２年時において全日本学生選手権（インカレ）２冠を達成。大学３年時には国民体育大会にて優勝。同年１２

月には天皇杯全日本選手権優勝。大学４年時には明治杯全日本選手権にて優勝。

■ 社会貢献

（奨励賞）

森山 健太 早稲田大学 文化構想学部文化構想学科 4 年

〔農家プロデュース〕本物の魅力を持った「農家」と、情報発信に優れた「大学生」がタッグを組み、一次産業従事者のステー

タスをあげる活動。（当時無名のたけのこ農家の右腕ライターとなり、1年かけて、全国 TV のレギュラーの座を射止めた）

■ 国際交流

（奨励賞）

吉村 奏 早稲田大学 人間科学部人間情報科学科 4年

〔NPO 団体でのインターン経験〕 ニューヨークの NPO 団体から、シニアセンターでのインターンに対する感謝状を頂いたことと、

制作した広報映像がニューヨーク市の政府機関の Facebook に掲載されたこと。その他、留学と卒業研究の際の国際交流に関する

活動。



２０１８年６月 学 生 部 奨 学 課

2017 年度
■ スポーツ

（大賞）

坂井 聖人 早稲田大学 スポーツ科学部スポーツ科学科 4 年

〔水泳〕2017年8月から行なわれた第31回オリンピック競技大会リオデジャネイロ大会にて200mバタフライで

銀メダルを獲得した。

渡辺 一平 早稲田大学 スポーツ科学部スポーツ科学科 3 年

〔水泳〕2017世界水泳 200m平泳ぎ銅メダル獲得。KOUSUKE KITAJIMA CUP2017 200m平泳ぎ世界新記録樹立。

（優秀賞）

渡部 香生子 早稲田大学 スポーツ科学部スポーツ科学科 3 年

〔水泳〕2013年の世界選手権に出場、2014年はパンパシフィック選手権、アジア大会に出場し、ともに200m平泳ぎで優勝。

さらに2015年の世界選手権では200m個人メドレーで銀メダル、そして200m平泳ぎで優勝し、2016年のリオデジャネイロ五輪の

出場権を得た。

幌村 尚 早稲田大学 スポーツ科学部スポーツ科学科 1 年

〔水泳〕世界短水路選手権２００ｍバタフライ8位 世界ジュニア選手権200ｍ バタフライ1位

ワールドカップ東京大会200ｍバタフライ2位 日本選手権100ｍ バタフライ2位 日本選手権200ｍ バタフライ3位

（奨励賞）

加納 虹輝 早稲田大学 スポーツ科学部スポーツ科学科 2年

〔水泳〕平成28年1月のワールドカップで3位、2月のジュニアワールドカップで優勝、5月のワールドカップで3位

6月のアジア選手権大会で12位 7月の世界選手権大会で15位 （どの大会も個人戦での出場）

■ 国際交流

（奨励賞）

種岡 幹大 早稲田大学 スポーツ科学部スポーツ科学科 3年

〔NPO団体でのインターン経験〕米国拠点NPOにインターン。移民・難民へのスポーツ導入から、国際交流を図る。

特定プログラムを責任として独自のアイディアで実施。その他、日中の友好関係をリーダー的立場で助長。埼玉親善大使の委嘱。


