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2023 年度 

ＵＷＣ奨学生募集要項 

 
本募集要項記載の派遣枠、学費、奨学金条件は状況により、変更となる可能性がござ

います。予めご了承ください。 
 

 

2022年 10月 

公益社団法人 ユナイテッド・ワールド・カレッジ日本協会 

 

 

 

［ユナイテッド・ワールド・カレッジについて］ 

ユナイテッド・ワールド・カレッジ（United World Colleges－UWC）は、世界各国の国

内委員会（UWC national committees）が選抜・派遣した生徒を 2年間受け入れ、国際感

覚豊かな人材を育成する民間教育機関です。カレッジという名前ですが、日本の「高校」

にあたり、日本からの生徒は派遣時点で高校 2年生（出願時 1年生）です。 

ＵＷＣに派遣された生徒は約 2年間、世界各国から集まった生徒とともに、国際バカロ

レアのディプロマ課程のカリキュラムに沿った教育を受けます。その中では、国際理解を

深める機会、各種ボランティアを行う機会等が設けられています。 

 

［ユナイテッド・ワールド・カレッジ日本協会について］ 

ユナイテッド・ワールド・カレッジ日本協会（ＵＷＣ日本協会）は、ＵＷＣの日本にお

ける国内委員会として 1972 年に設立されました。日本協会は、ＵＷＣでの修学を希望す

る生徒から奨学生を選抜し、世界各地のカレッジに派遣します。 

また、奨学生に対し、授業料・食費・寮費などの全額または一部を奨学金として支給し

ます。奨学金には、日本協会からの奨学金（原資は日本企業 54 社などが拠出する会費と

寄付金）と、各カレッジからの奨学金（カレッジ奨学金）があります。 

 

 
2022 年 12月 1 日更新： 

カレッジ・国際本部との調整を踏まえた派遣枠情報を更新いたしました。 
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１. 応募資格 
 

国籍・在住要件 

⚫ 日本国籍保有者または日本に永住権をもつ外国人等であること。 

在学要件 

⚫ 4 月に新学期が始まる学校に在籍している場合、2022 年（派遣前年）9 月時点で、

高等学校もしくはこれに準ずる学校の第 1学年に在籍しており、かつ一次選考受験

時に同じ学年に在籍していること。 

⚫ 9 月に新学期が始まる学校に在籍している場合、2022 年（派遣前年）9 月時点で、

国際バカロレア・ディプロマ課程の始まる前の学年（例：米国…Grade10）に在籍し

ており、かつ一次選考受験時に同じ学年に在籍していること。 
※ これら以外の制度下の教育機関に在籍し、応募資格の確認が必要な場合は、以下の項目を記し、日本協会

（uwc@keidanren.or.jp）までメールにてお問い合わせ下さい。 

a.氏名（フリガナ）   b.生年月日   c.在籍校所在国名および学校名 

d.在籍校の年度始まり月 ※在籍校所在国の学制と異なる場合はその旨を記載 

e.在籍校での学年 

年齢要件 

⚫ 2023年（派遣年）8月 1日時点で、原則、満 16歳以上となること。 

その他の要件 

⚫ 応募にあたり、在籍している高校等の学校長から受験承諾をもらい、書面提出でき

ること。 

⚫ 応募にあたり、英語検定試験の成績証明書の写しが提出できること。 

英語検定の種類、必要な点数の要件は、※別紙１「英語検定試験の成績証明書の提

出について」を必ずご参照ください。 

⚫ 日本協会の選考会に過去受験歴がないこと。 

⚫ 2023年度入学を対象とした他選考に応募歴、応募予定がないこと。 
ＵＷＣ国際本部で行う「Global Selection Programme」のように、日本協会を経由しない選考に応募される場

合、日本協会の選考と同じ入学年度を対象とした応募はできません。（同じ入学年度を対象とした選考に重複応

募することはできませんのでご注意ください） 
 

２. 募集人数 

15 名 （2022 年 12 月 1 日更新） 

 

３. 派遣期間 

  2023 年 8 月下旬～2025 年初夏（約 2 年間、具体的時期はカレッジで異なります） 
 

４. 留学経費について 
 

ご家庭の実質負担額はカレッジ学費・寮費の値上げや為替の変化等により変動します。 

(1) 授業料および寮費（教科書代、食費を含む） ※奨学金の充当対象 

具体的な金額はカレッジごとに異なり、2年間でおおむね 600万円～1000万円です。参

考額は「６．派遣枠、授業料および寮費、奨学金」をご参照ください。 
 

(2) その他の経費（Additional Costs） ※奨学金の充当対象外 

具体的な内容、金額はカレッジや生徒の履修内容によって異なります。 

① 渡航前に必要な費用 
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渡航費、ビザ取得費用、予防接種費用、保険料、入学前オリエンテーション費用

など 

② 在学中に必要な費用 

学用品費、プロジェクトウィーク（生徒が各自テーマを決めてプロジェクトを実行する）費

用、小遣い、休暇中の渡航費・生活費、大学受験費用など 

③ 事務費の一部負担金（2年間で 30万円） 
※ 日本協会特別支援奨学生の場合は、1 回分の往復渡航費、事務費負担金も奨学金でまかなわれます。 

 

５. 奨学金について 

(1) 奨学金の種類 

派遣枠ごとに 4種類の奨学金が設定されています。 
 

a. 日本協会奨学金 

日本協会が支給する奨学金。 

派遣枠ごとにあらかじめ決められた額（日本円）を支給【所得制限なし】 

b. カレッジ奨学金 

世界各地のカレッジが独自に給付する奨学金。 

派遣が決まった生徒について、各カレッジが各家庭の経済的負担能力を審査し、具体

的な支給額を決定して、現地通貨（またはカレッジが定める通貨）で支給【所得制限

なし、ニードベース方式】 

c. 日本協会奨学金＋カレッジ奨学金 

日本協会による奨学金（固定額）とカレッジが独自に給付する奨学金（ニードベース）

を併給【所得制限なし】 

d. 日本協会特別支援奨学金（100％奨学金 ※所得制限あり） 

経済的理由から留学費用を支払うことが困難と思われる家庭環境にあってもＵＷＣ

への留学を強く希望する、人柄、学業成績に優れた生徒に対し、日本協会が支給する

奨学金【世帯収入（税引き前）が年 500万円以下の家庭の生徒のみ応募可能】 

※別紙２「日本協会特別支援奨学生の募集について」を必ずご参照ください。 
 

(2) 奨学金の範囲 

① 対象となる範囲 

授業料および寮費 

② 対象とならない範囲 

その他の経費（Additional Costs） 
※ 日本協会特別支援奨学生の場合、１回分の往復渡航費、事務費負担金も奨学金でまかなわれます。 

 

(3) 2年間でのご家庭の負担見込み額 

① 奨学金でまかなわれない授業料・寮費の負担金 

0円～約 570万円（2022年度派遣生実績） 

② その他の経費 

約 100 万円（派遣先、渡航ルート、ご家庭の方針で異なるため、あくまで一例です）  
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６. 派遣枠、授業料および寮費、奨学金 

派遣枠について 

⚫ 1つの派遣枠に 1人の生徒が割り当てられます。 

⚫ 派遣枠の決定は、「選考結果」「本人の希望（一次選考合格者にアンケートを実施）」

「各家庭の経済的負担能力」を考慮して行います。 

 

授業料および寮費について 

⚫ 本欄で示した授業料および寮費に加え、その他の経費が別途発生します。 

⚫ 表１の各派遣枠において、上の行は現地通貨での金額、下の行は日本円での金額を示

しています。換算に用いた為替レート（表２）はご参考であり、実際の自己負担額は、

派遣決定後、カレッジへの授業料・寮費支払い時の為替レートで決まります。 

⚫ 授業料・寮費は 2 年分の額を 2 で除したものですが、実際の支払いにおいて 1 年目、

2年目の支払額が均等でないカレッジもございます。 

⚫ 下記額は確定値ではなく、また、2年目に値上げされる可能性もございます。詳しく

は、一次選考合格者にご連絡します。 

 

奨学金について 

⚫ 日本協会奨学金（５．奨学金について (1)の a.または c.に該当するもの）について

は、派遣枠に示す円貨固定額を 1年目と 2年目に支給します。 

⚫ カレッジ奨学金（５．奨学金について (1)の b.または c.に該当するもの）は、カレ

ッジが各家庭の経済的負担能力を踏まえて審査し、具体的支給額を決定します（ニー

ドベース方式）。なお、支給は現地通貨（またはカレッジが定める通貨）で行います。 

⚫ カレッジ奨学金は日本協会奨学金と異なり、審査により実際の支給額が減額又は不支

給となることがあります。本要項の記載額は最大の支給ケースのもので、日本協会と

してその額を保証するものではありません。 
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（2022 年 12 月 1 日更新）国際本部・カレッジとの調整をうけ、派遣枠情報を更新い

たしました。 

 

【（表１）2023年度派遣ＵＷＣ奨学生の派遣枠と費用概算】 
 

 

 

 

 

 

※区分…日：日本協会奨学金、カレ：カレッジ奨学金、特：日本協会特別支援奨学金 
*1 授業料・寮費の値上がりや為替変動で負担額が増えることがあります。 

*2 カレッジ奨学金は家計状況に応じ減額または不支給となることがあります。 

 

【（表２）：為替レート表 （2022 年 11 月 21 日の TTS）】 

 円貨換算  円貨換算  円貨換算 

ポンド 170.59 US ドル 141.36 香港ドル 18.38 

ユーロ 146.31 カナダドル 106.42 ノルウェークローネ 14.04 

 

  

Ｂ１ Ｂ２ C:(Ａ-Ｂ1-Ｂ2) Ｄ Ｃ＋Ｄ

枠 分類 カレッジ 性別指定 通貨
日本協会奨学金
（固定額）

カレッジ奨学金
（最大支給の場

合）

授業料・寮費負担
（最小額）

事務費負担
（初年度の

み）

合計
（万円以下切り上げ）

ポンド GBP 37,000 GBP 37,000

円 ¥6,311,800 ¥6,311,800 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

ポンド GBP 37,000

円 ¥6,311,800 ¥300,000 ¥0 ¥6,011,800 ¥300,000 ¥6,320,000

ポンド GBP 37,000

円 ¥6,311,800 ¥300,000 ¥0 ¥6,011,800 ¥300,000 ¥6,320,000

加ドル CAD 69,900

円 ¥7,438,800 ¥4,100,000 ¥0 ¥3,338,800 ¥300,000 ¥3,640,000

加ドル CAD 69,900

円 ¥7,438,800 ¥300,000 ¥0 ¥7,138,800 ¥300,000 ¥7,440,000

ユーロ EUR 23,000

円 ¥3,365,100 ¥2,500,000 ¥0 ¥865,100 ¥300,000 ¥1,170,000

ユーロ EUR 23,000

円 ¥3,365,100 ¥1,700,000 ¥0 ¥1,665,100 ¥300,000 ¥1,970,000

米ドル USD 44,400 USD 44,400

円 ¥6,276,400 ¥6,276,400 ¥0 ¥0 ¥0 ¥0

米ドル USD 44,400 USD 22,000

円 ¥6,276,400 ¥1,700,000 ¥3,109,900 ¥1,466,500 ¥300,000 ¥1,770,000

香港ドル HKD 367,000 HKD 73,400

円 ¥6,745,500 ¥4,000,000 ¥1,349,100 ¥1,396,400 ¥300,000 ¥1,700,000

ノルウェークローネ NOK 337,000

円 ¥4,731,500 ¥1,300,000 ¥0 ¥3,431,500 ¥300,000 ¥3,740,000

ユーロ EUR 30,000 EUR 13,800

円 ¥4,389,300 ¥700,000 ¥2,019,100 ¥1,670,200 ¥300,000 ¥1,980,000

ユーロ EUR 30,000

円 ¥4,389,300 ¥800,000 ¥0 ¥3,589,300 ¥300,000 ¥3,890,000

ユーロ EUR 33,380 EUR 33,380

円 ¥4,883,800 ¥4,883,800 ¥0 ¥300,000 ¥300,000

円 JPY 5,282,000 JPY 5,282,000

円 ¥5,282,000 ¥5,282,000 ¥0 ¥300,000 ¥300,000

特別 イギリス

② 日 イギリス

⑤

自己負担分

Ａ

授業料･寮費（年額） 奨学金（年額） 自己負担分（初年度）

日 カナダ

③ 日 イギリス

④ 日 カナダ

男

①

⑥ 日 イタリア

⑨
日＋
カレ

アメリカ

⑦ 日 イタリア

⑧ 特別 アメリカ

⑩
日＋
カレ

香港

⑪ 日 ノルウェー

⑮ カレ 日本

⑫
日＋
カレ

オランダ

⑭ カレ ドイツ

⑬ 日 オランダ
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７. 一次選考までのスケジュール、応募方法、提出書類 
 

 

 

Step1 学校長による受験の承諾 

応募書類Ｃ「受験承諾書（指定様式／和文）」に基づき、所属学校長（高等部長など呼称

は不問）の承諾を得てください。その際、日本校-UWC ISAK Japanを含んだ受験が可能か

どうかを確認し、該当する方の□に ☑（チェック）を必ず入れてもらってください。 

本承諾書は、Step4 に記載された他の応募書類とともに提出いただきます。なお、学

校が学校教育法上の一条校でなく、和文での承諾書を発行できない事情がある場合に限り、

英文での承諾書を受け付けます。 

 

Step2 受験料の振込 

日本協会の収入をできる限り奨学金費用へ充てるため、選考費用の一部実費として、応

募者１人につき 18,000 円（税込）の受験料を申し受けます。事前に下記口座にお振込く

ださい。 

d.日本協会特別支援奨学生の応募者は、受験料は免除となります。（応募フォーム（後述の

Step3）の入力方法をお知らせいたしますので、必ず事前に日本協会にメールでご連絡ください。） 

 

【振込先】 

みずほ銀行 丸之内支店 普通預金口座 № 1987500 

(公社)ユナイテッド・ワールド・カレッジ日本協会 [シャ ユナイテッドワールドカレッジニホンキョウカイ] 

 

【振込期間】 

2022 年 11 月 4 日（金）～11 月 30 日（水） 
    ※手続時間によっては翌営業日の取扱となることがありますので、ご注意ください。 

⚫ 振込人の名義は、応募生徒の氏名でお願いいたします。 

⚫ 振込日は後述の応募登録フォームにて入力いただきますので、振込明細やネット

バンキング取引記録等は必ず保存してください。 

⚫ 振込手数料は振込人のご負担にてお願いいたします。 

⚫ 納入された受験料は、理由のいかんにかかわらず返金できません。 

⚫ 領収書は、一次選考までに事前に送付いたします。 
  

Step4 応募書類の記入・提出（郵送） 

Step1 学校長による受験の承諾 

Step2 受験料の振込 ※振込日は Step3「応募登録フォーム」入力時に 

必要になります

ＵＷＣ日本協会より受験票をＥメールにて送付（12月 8日前後を予定） 

一次選考（12月 11日（日）、東京、大阪） 

Step3

11月 4日（金） 

～11月 30日（水） 

11月 10日（木） 

～12月 2日（金） 
Step3: 18時〆切 

Step4: 消印有効 
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Step3 日本協会ＨＰ「応募登録フォーム」への入力・送信【ウェブ】 

Step1・2 完了後、日本協会ホームページの「応募登録フォーム」に必要情報を入力・

送信してください。登録完了のメールはお送りしませんので、ご注意ください。 
 

【フォーム入力期間】 

2022 年 11 月 10 日（木）～12 月 2 日(金)18 時 

 

Step4応募書類の記入・提出【郵送】 

以下の書類を日本協会宛に郵送で提出してください（指定様式のある書類は、ＵＷＣ日

本協会ホームページから入手してください）。 

応募書類①～③、⑤は、A4・白黒・片面印刷様式にて作成してください。 
 

【すべての応募者が提出】 

① ＵＷＣ奨学生願書（指定様式Ａ／和文、写真貼付）           １部 

本人が自筆で記入してください。また、縦 4.5㎝×横 3.5㎝の上半身、脱帽、 

6ヵ月以内に撮影した写真を貼ってください。 

② 2023年度ＵＷＣ奨学生応募シート（指定様式Ｂ／和文）        １部 

エクセルファイル（応募シート）に直接入力し作成してください。 

③ 受験承諾書（指定様式Ｃ／和文 ※一条校以外の学校の場合は英文版使用可）   １部 

Step1の手順で承諾を得た書面を提出ください。 

④ 英語検定試験の成績証明書の写し                   １部 

別紙１の「英語検定試験の成績証明書の提出について」に記載されている 

英語検定の資格等証明書等の写しを提出してください。 

【該当者のみ提出】 

⑤ 日本協会特別支援奨学生応募書類（同奨学生に応募する者のみ／和文）  

日本協会特別支援奨学生の条件に合致し応募する場合、別紙２の記載に従い、 

応募書類（指定様式Ｄ）等、必要書類を提出してください。 

⑥ 永住権、外国籍の状況を示す書類（下記該当者のみ）  

★日本に永住権を持つ者…在留カード等の永住者証明のコピー        １部 

★日本と外国の国籍を有する者…両国のパスポートの顔写真ページのコピー １部 

 

【提出先】  〒100-8188 東京都千代田区大手町 1-3-2 経団連会館 

        公益社団法人 ユナイテッド・ワールド・カレッジ日本協会 
※封筒の表面に「奨学生選考書類在中」とご記入ください。また、裏面には応募者の住所および氏名を 
 ご記入ください。 

 

【受付期間】 

2022年 11月 10日（木）～12月 2日（金） ※当日消印有効 
 ※郵便事情によっては途中紛失や遅れなどのトラブルもあります。応募書類を提出するときは、提出書類のコピー  

 を手元に保管の上、配達証明つき郵便などで送ってください。 

 

受験票の送付 

応募資格があることを確認の上、受験票をメールで送付します。願書等提出書類内容に

よる書類選考は行いません。受験票は印刷し、選考日当日に必ず持参してください。 
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８. 選考方法と選考日程 

(1) 一次選考  【国語・数学の 2科目による選考（筆記式）】 

選 考 日 2022年 12月 11日（日） 

時  間 第 1時限  国 語      13:45～14:25 [40分] 

第 2時限  数 学      14:45～15:45 [60分] 

 

場  所 ①東京会場：大手町サンケイプラザ 3階 301・302号室 

東京都千代田区大手町 1-7-2 

＊東京メトロ・都営地下鉄各線大手町駅下車（A4、E1出口直結） 

②大阪会場：大阪科学技術センター 7階 701号室 

大阪府大阪市西区靭本町 1-8-4 

＊地下鉄四つ橋線本町駅下車（28番出口最寄） 

選考内容 

⚫ 国語筆記試験  高校 1年程度（古文、漢文は除く） 

⚫ 数学筆記試験  「データの分析」を除く数学Ⅰと中学校数学の範囲 

 

(2) 二次選考 

一次選考合格者に対しメールにて二次選考に関する連絡をいたします。市中の感染症

拡大状況によっては、オンラインで開催することもあります。 

選 考 日 2023年 2月 13日（月） 

時  間 一次選考合格者へ 1月中旬に連絡 

 

場  所 経団連会館 

東京都千代田区大手町 1-3-2 

＊東京メトロ・都営地下鉄各線大手町駅下車（C2b出口直結） 

選考内容 

⚫ 日本語による面接 

⚫ 英語による面接 

⚫ グループ・ディスカッション（日本語） 

 

(3) 留意事項 

⚫ 両選考とも、交通費は自己負担となります。なお、保護者の控室はありません。 

⚫ 選考当日は、マスクの着用を求めます。なお、37.5度以上の発熱等の風邪症状

がある場合は選考会場に入ることができません。体調を十分に整えて選考に臨

んでください。 

⚫ 国外からの移動により待機が必要な場合、余裕を持った日程調整や待機場所

の確保を各自で行ってください。 

 

(4) 選考結果の通知 

一次、二次とも合格者にはメールで通知し、合格者の受験番号を日本協会ホームペ

ージに掲載します。  
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９. 参考：二次選考に必要な書類について 
 

以下の書類は一次選考合格者のみ提出いただきます。詳しくは一次選考合格者に改めてご説明いたします。 
 

 

 

Step1 派遣先・奨学金枠に関するアンケートの提出 

派遣先・奨学金枠の希望、および家庭の経済状況（世帯収入金額）等に関するアンケ

ートを提出いただきます。アンケートの回答内容は派遣枠の選定材料とします。なお、

希望しない枠へ割り当てられることはありません。 

 

Step2 二次選考必要書類の入手・記入・提出 

①から⑦の書類を郵送で提出してください。①③については、日本協会のホームペー

ジから指定様式の書類をダウンロードして、A4・白黒・片面印刷様式に従って作成く

ださい。 

 

① 学校長の推薦書（指定様式／和文）               １部 

≪以下の事項を中心に記載願います≫ 

◇ 学業成績、英語によるコミュニケーション能力 

◇ リーダーシップ、積極性 

◇ 異なる環境におけるストレス耐性 

◇ 学校生活や寮生活における協調的態度 

 

② 成績証明書（各学校より発行された書面／事情がない限り和文）  １部 

在籍校の直近の成績証明書を提出してください。直近とは、3学期制の学校の場

合は 2学期の成績、2学期制の学校の場合は前期の成績となります。 
※ 学校が和文の成績証明書を発行できない事情がある場合に限り、英文の証明書を受け付けます。また、

成績証明書が日本語・英語以外の言語の場合、成績証明書に日本語訳を添えてください。翻訳者は問

いませんが、記載内容が事実と異なる場合は、応募を取り消します。 
 

③ 受験生に関する調査票（指定様式／事情がない限り和文）     １部 

記入者は問いませんが、記載内容が事実であることを学校長が認める証として、

学校長の署名をもらってください。 
※ 学校が和文での承諾書を発行できない事情がある場合に限り、英文での調査票を受け付けます。 

 

④ Student Application Form(指定様式／英文）           １部 

一次選考合格者に入力用フォームをメールにて送付します。 

 

一次選考合格通知、二次選考必要書類提出に関するご連絡 

Step1   派遣先・奨学金枠に関するアンケートの提出 

二次選考（2月 13日（月）、東京） 

Step2   二次選考必要書類の入手・記入・提出

提出：一次選考合格通知連絡後 

～1月 6日（金） 

提出：1月 10日（火） 
～1月 31日（火）※必着 
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⑤ 収入証明書（2種類） 

A.同一家計世帯全員（未成年は除く）分の最新の課税・非課税証明書（収入金額

の記載があるもの）の原本 

（自治体で発行された書面／和文であること） 

B.令和 4年分 給与所得の源泉徴収票のコピー（給与所得者全員分） 

 
※ 海外赴任されている方は､赴任先の Income Tax Return Formや、海外勤務者給与証明書を 

提出してください。 
※ 主婦など無収入の方も必ず Aについてはご提出ください。 
※ 自治体によって課税・非課税証明書に収入金額を記載しないことがあります。その際は収入を 

証明できる別様式の証明書の交付を受けてください。 
 

⑥ パスポートの顔写真ページのコピー            １部 

パスポート未取得の方は、2022 年 9 月１日以降発行の戸籍全部事項証明書又は

応募者本人の情報が記載された一部事項証明書の原本を提出ください。 
 

【受付期間】 

2023年 1月 10日（火）～1月 31日（火） ※必着 
※ 応募書類を提出するときは、提出書類のコピーを手元に保管の上、配達証明つき郵便などで送ってください。 

 

【合格者について】 

日本協会の選考合格者は派遣候補者となり、日本協会がＵＷＣ各校宛てに入学推薦（ノミ

ネート）します。カレッジからの入学許可をもって正式に入学が決まります。 

 

 

 

【お問い合わせの前に】 

日本協会ホームページ「応募者と家族のためのＦＡＱ」を必ずご覧ください。 

 

 

 

 

公益社団法人 ユナイテッド・ワールド・カレッジ日本協会 

 

〒100-8188 東京都千代田区大手町 1-3-2 経団連事務局内 （担当：河原/大輪/萬屋） 

電話 （０３）６７４１－０１６３ ＦＡＸ （０３）６７４１－０３５１ 
Ｅ-Ｍａｉｌ uwc@keidanren.or.jp 

ホームページ http://www.keidanren.or.jp/japanese/profile/UWC/index.html 
 公益社団法人ユナイテッド・ワールド・カレッジ日本協会は、当協会の定める個人情報保護方針に則り、取得した個人情報
を適切かつ安全に管理し、外部からの個人情報への不正アクセスや個人情報の不正使用、紛失、破壊、改ざんおよび漏洩等を

予防する保護策を講じています（ホームページに、UWC 日本協会の個人情報保護方針を掲載しております）。 


