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埼玉県・クイーンズランド州スカラシップ 

〈大学附属英語学校派遣〉 

２０２２年度派遣者募集要項 
 

１ 趣 旨  

  埼玉県と姉妹提携を結ぶオーストラリア クイーンズランド州との国際交流事

業として、同州にキャンパスを置く、サザンクロス大学附属英語学校に奨学生を派

遣します。本県を代表して現地で学び、その成果を本県のために生かす意欲のある

方を募集します。 

 

✈✈✈――埼玉県の姉妹州オーストラリア クイーンズランド州について――◆◆ 

 

 埼玉県とクイーンズランド州は１９８４年１０月２７日に姉妹提携を結び、教育やスポーツな

ど様々な分野で交流してきました。今年は姉妹提携３８周年を迎えます。 

 クイーンズランド州の概要は埼玉県ホームページでご覧になれます。  

    http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/qld.html 

 

◇◇――――――――――――――――――――――――――――――――✈✈✈ 

 

２ 概 要 

 (1) 留学先  

     サザンクロス大学ゴールドコーストキャンパス附属英語学校  

 (2) コース  

     大学附属の英語学校にて、英語能力のスキルアップを目指します。  

     英語プログラム ５週間コース 

 (3) 募集人員  

     １名 

    ※奨学生として選ばれなかった方でも、私費で留学をすることができます。 

 (4) 派遣期間（予定）  

     ２０２３年２月～３月の５週間  

    ※留学開始時期は、奨学生に決定後、各自で決めていただきます。 

 (5) 特典  

    授業料の免除  

     ※その他の経費は全て自己負担となります。  

   【自己負担となる経費の例】  

    ・渡航費  

    ・海外旅行傷害保険料 

    ・ビザ及びパスポート申請に関する経費  

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/qld.html
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    ・滞在中の宿泊費及び生活費  

 ※本プログラムによる滞在中の住居は、原則としてサザンクロス大学が紹介 

  するホームステイエージェントを通じてご自身で手配をしていただきます。   

 ホームステイ費用の目安は、 

「週２４０～３２５ＡＵドル×利用週数＋紹介手数料」です。 

※上記料金は３食食事つきの場合です。食事回数を変更したり、空港ピックア

ップ等のオプションを追加することによって料金は前後いたします。 

 

３ 応募資格  

  応募することができる方は、以下の要件をいずれも満たす方です。  

 (1) 高等学校卒業以上の資格を有する方で、応募時点において埼玉県内に 

  在住の方、在勤の方、又は埼玉県内の大学・大学院に在学中の方 

 (2) 心身ともに健康な方 

 (3) 現地で生活するために必要な最低限の英語力を有している方 

  （面接選考の中で英語インタビューを行います） 

 (4) 日本国籍を有する方、又は日本の永住権をお持ちの方 

   

４ 求める人物像  

 (1) 本県を代表し、埼玉県と世界の懸け橋を担う意欲のある方  

 (2) 留学先での目標・挑戦したいことが明確な方  

 

５ 応募先 

  埼玉県電子申請システムにより応募締切日時までに応募書類を提出してくださ 

 い。提出前に書類の不備・不足がないかをよくご確認ください。なお、郵送や持参 

 は受け付けませんのでご注意ください。 

  

 ・以下リンクまたは二次元コードから「埼玉県電子申請・届出サービス」 
  「手続き申込：埼玉県・クイーンズランド州スカラシップ〈大学附 
  属英語学校派遣〉」にアクセスしてください。利用者登録は必須で 
  はありません。 
 ・利用規約に同意後、連絡先メールアドレスを登録します。 
 ・登録したメールアドレス宛に申込フォームが送付されますので、 
  その申込フォームから応募書類をアップロードしてください。 
 【リンク先】 
 https://s-kantan.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=41994 
 
 【二次元コード】 

   

 

https://s-kantan.jp/pref-saitama-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=41994
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６ 応募締切  

   ２０２２年１０月３１日（月）17時 15 分（厳守） 

 

７ 応募書類 

  応募書類は以下のとおりです。 

(1) スカラシップ調書 

  【和文・英文】 
別紙様式１(和文) 及び 別紙様式２(英文) 

(2) 応募資格を証明する書類 

 （右記いずれか） 

①埼玉県内在住者・・・住民票 
②埼玉県内在勤者・・・社員証の写し 
 (県内で勤務していることが分かるもの) 
③埼玉県内在学者・・・在学証明書 

(3) 英語能力を証明する資格 

    証明書 

英検や TOEIC 等、英語能力を証明する資格証明書が
あれば提出してください。（任意） 

(4) エッセイ（様式任意） 
   【和文･英文両方】 

テーマ：「なぜこの留学プログラムに参加したいの
か」 
・内容は、以下の事項を含むものとしてください。 
①オーストラリアで学んだことを今後どのように 
 あなたの将来に生かしたいか 
②オーストラリアで学んだことを今後どのように 
 埼玉県に還元したいか 
 ・Ａ４用紙を使用してください。 
 ・和文は 800字以上 1200字以下とし、英文はその

内容を自分で英訳してください。 
 ・和文、英文それぞれにページ番号を付けてくだ

さい。 

 様式(Word 形式)は、「埼玉県・クイーンズランド州スカラシップ」サイトからダ

ウンロードしてください。応募書類は返却できませんのでご注意ください。 

 

８ 選考方法 

  ○第１次選考：書類選考 

  ○第２次選考：面接選考 

   当スカラシップの趣旨を良く理解し、埼玉県から派遣する奨学生としてふさわ 

  しい人格、見識を持っているかどうかを評価するために書類選考、面接選考を行 

  います。 

 

９ 誓約書への署名及び海外旅行傷害保険への加入 

 奨学生は、渡航前に自己責任の原則を定めた誓約書に署名し、埼玉県に提出する  

とともに、各自で海外旅行傷害保険に加入します。海外旅行傷害保険の費用は自己負

担するものとします。  

 留学中のトラブル・事故等について、埼玉県及びサザンクロス大学は一切の責任を

負いません。 
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10 ビザ申請手続 

 奨学生として決定された方は、ビザ申請手続を御自身の責任で行っていただきます。  

 

11 埼玉親善大使の委嘱 

 奨学生には、留学期間中「埼玉親善大使」を委嘱し、本県の国際交流の推進に御協

力いただきます。留学先で本県のＰＲに努めるとともに、帰国後、自分が学び、経験

した現地の歴史、生活、文化、社会、経済等について県民に紹介するレポートの提出

をお願いします（２，０００字程度）。  

 提出していただいたレポートは、奨学生の氏名とともに、埼玉県ホームページに掲

載します。  

（参考）埼玉親善大使レポートの掲載ページ  

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/saitamashinzentaishireport.html 

 奨学生として決定された方には、出発前の埼玉親善大使委嘱式と帰国後の報告会・

同窓会に御出席いただきます。また、帰国後は、埼玉県内で行われる国際交流事業へ

の参加などを依頼する場合がありますので、可能な限り御協力をお願いします。  

 

12 応募書類に記載された個人情報の利用について 

 御提出いただいた個人情報は、選考の目的以外に使用することはありません。但し、

派遣決定者の氏名、性別、職業、肩書、年齢、所属先及び研究テーマ等の情報は、当

該事業の広報のため、報道機関に提供することがあります。  

 

13 奨学生としての身分の取消及び奨学金相当額の負担 

 次の場合、奨学生としての身分を取り消し、奨学金相当額の全部または一部の負担

を求める場合があります。  

・申請書の記載事項及び面接時の発言に虚偽があったとき  

・学校において懲戒処分を受けたとき  

・休学、長期欠席等、学業継続の見込みがなくなったとき  

・その他奨学生としてふさわしくない行為があったとき  

 

14 特記事項 

 奨学生募集中または派遣前に、戦争、テロ、自然災害、感染症等が発生した場合、

募集または派遣を延期または中止することがあります。奨学生として派遣中に同様の

事態となった場合においては、奨学期間終了前においても帰国の勧告を行うことがあ

ります。  

  また、受入学校側の諸事情により、内容に変更が生じたり、同事業が中止となった

りすることがあります。  

 

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/saitamashinzentaishireport.html
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15 募集開始～出国までのスケジュール(予定) 

 

月日 スケジュール 

１０月３１日(月) 募集締切 １７：１５(必着) 

 １次選考：書類選考 

１１月上旬 １次選考結果通知 

１１月１５日(火)・１１月１７日(木) ２次選考：面接選考(英語、日本語による面接) 

会場：埼玉県庁又はその周辺施設 

１２月上旬 ２次選考結果通知 

１２月～１月 申込兼誓約書作成・提出、ホームステイ申請等 

１月中 埼玉親善大使委嘱式、事前説明会 

２月又は３月 出国 

 

16 サザンクロス大学について 

 以下は、サザンクロス大学のホームページからの情報です。  

更新されている場合がありますので、各自インターネット等で情報を再確認してくだ

さい。  

 

(1)所在地（ゴールドコーストキャンパス）  

  Southern Cross University, Southern    

  Cross Drive, Bilinga QLD ４２２５  

  ホームページアドレス    

  http://scu.edu.au/  

 

(2)特徴  

  ニューサウスウェールズ州とクイーンズランド州にキャンパスを持つ公立大学で、 

１９９４年に創立した新しい大学です。リズモアをメインキャンパスとし、ゴールド

コースト、コフスハーバーと全部で３つのキャンパスを持っています。 サザンクロス

大学は海洋科学、現代音楽、先住民族研究など、珍しいコースがあります。また、リ

ゾートホテルと提携して、シドニーとメルボルンの２都市でホテルスクールを運営し

ています。  

 

(3)サザンクロス大学附属英語学校の授業内容について 

 英語でのコミュニケーション能力の向上に主眼をおいた、４技能(聞く、話す、読む、

書く)を学習します。また、話す能力や読み書き能力、認知能力、他の分野における英

語の学習方法や使用方法についても学びます。英語母語話者と会話をする多くの機会

も提供されます。 
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埼玉県・クイーンズランド州スカラシップ調書〈大学附属英語学校派遣〉 
（和文） 

応募者氏名（ふりがな）： 

 

 

 

 

写真（貼付）  

現 住 所 （〒  -   ） 

 

電話番号：             携帯電話番号： 

FAX番号：              E-mailアドレス： 

現住所以外の連絡先（実家等）： 

 

電話番号： 

FAX番号： 

国籍 

 

 

生年月日： 

英語能力証明書スコア（任意） 

 

 

年齢（令和４年１０月３１日現在） 

  

             歳 

学歴（高等学校入学から）： 

 

 

健康状態（該当の□に ） 

 □良好 

 □その他（                           ） 

※慢性的な疾患がある場合、定期的に服用あるいは常用している薬がある場合、アレルギー、

その他の理由により現在通院している場合はその旨記入すること。 

趣味・スポーツ経歴等： 

 

 

 

自己紹介・将来の抱負 

 

 

          

面接可能な日程(可能な日程に○をしてください) 

 期日      ：     １１月１５日(火)     １１月１７日(木) 

 面接可能な時間帯： 

 

※両日、９時から１７時の間で、可能な時間帯を記入してください。面接会場は埼玉県庁また

はその近隣施設になります。新型コロナウイルス感染症等の状況によりオンラインになる可能

性がありますことを予めご了承ください。 

 

  別紙様式１ 
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Personal Details For 

Southern Cross University and Saitama Scholarship Program 
（Short-Term English Language Courses） 

Name of Applicant 

 Family Name                 Given Name 

 

 

Photo 

Current Address 

TEL 

FAX 

E-mail 

Other Contact Address 

TEL 

FAX 

Nationality Date of Birth 

 

English-language ability Age (as of Oct.31st 2022) 

 

Academic Background since high school 

 

 

 

 

Do you have any chronic diseases or any allergies? 

 

 □Yes   □No 

 

If yes, please provide details. 

 

 

 

Sports Background or Hobbies 

Personal Profile and Future Plans 

 

                   

 

 

 

 

                     

  別紙様式２ 
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問い合わせ先 

埼玉県 県民生活部 国際課 国際連携担当 

〒330-9301 さいたま市浦和区高砂 3-15-1 

電話 048-830-2718 ＦＡＸ 048-830-4748 

E-mail  a2705-09@pref.saitama.lg.jp 

 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/icte-uq.html 

 

mailto:a2705-09@pref.saitama.lg.jp

