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埼玉県・オハイオ州 

グローバル スピーカー プログラム（オンライン） 

２０２２年度 後期参加者募集要項 

 

１．趣 旨 

  埼玉県では、姉妹州である米国オハイオ州との姉妹提携 30 周年を記念し、 
 ２０２１年に新たにオンラインを活用したプログラムを開設しました。 
  オハイオ州のフィンドレー大学とリアルタイムで結び、「英語で発信する力」を日

本にいながら身に着けることを目指した参加型プログラムです（語学習得のみを目的
としたプログラムではありません）。 

  参加者には、オンラインによるフィンドレー大学生とのディスカッションや交流、
英語によるプレゼンテーションの機会が用意されています。また、プログラムの受講

はフィンドレー大学の正式な授業として単位認定されます。 
 
  埼玉県代表として参加し、受講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。 
 
 

２．概 要 

  (1) プログラム名称 
   埼玉県・オハイオ州グローバルスピーカープログラム（オンライン） 
   （OSGS プログラム：Ohio-Saitama Global Speaker Program） 
の 
  (2) 受講先（プログラム実施者） 
   米国オハイオ州・フィンドレー大学 
 
  (3) 実施期間 
   2023 年 1 月 11 日～2023 年 5 月下旬 日本時間：20 時 30 分～22 時 
   ※概ね隔週で全 10 回（講義は 90分／回、講義以外の時間は後日案内） 
   ※変更可能性あり 
 
  (4) 使用言語 
   英語 
   ※プログラムはすべて英語で実施され、内容は英語でのディスカッション等が中

心となるため、少なくとも英検２級相当以上の英語力が必要です。 
  
  (5) プログラム内容（進捗状況に応じて変更することがあります。）  
   ・フィンドレー大学教授による現地授業に準じた講義〈10 回〉 

    テーマ："All for One and One for All" 

     日本と米国では集団主義と個人主義という点で違いがあります。社会の一
員としての個人の役割の違いについて、講義やフィンドレー大学の学生と
のペアワークを通して学びます。 

   ・埼玉県内での成果報告会(英語によるプレゼンテーション)〈1 回〉 

      ※ 詳細は別紙「プログラム内容(講義テーマ･スケジュール)」をご確認くださ
い。 
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 (6) 受講料 
   無料 

   ※ 通信機器・通信回線にかかる費用は参加者の負担となります。 
  (7) 募集人数 
   ５名程度 
  (8) 受講方法 
   オンライン (フィンドレー大学指定のアプリケーション(無料)を使用します。) 
   ※ 参加者は自宅等からフィンドレー大学の定めるサイト(Canvas)に登録して受

講します。スマートフォンでの参加は認められません。パソコンやタブレット
を用意していただく必要があります。 

   ※ 安定的な通信環境が確保でき、自身が発話できる環境で騒音等により他の参
加者に迷惑がかからない自宅等の静かな場所から参加する必要があります。 

 

  (9) プログラムの特徴 

   ★ 単位認定及び修了証の付与・成績証明書の発行 

  〇 出席確認や修了テスト等を実施し、これらの結果に基づきフィンドレー大学
の正式なプログラムとして成績判定及び単位認定が行われます。 

  〇 プログラム修了後、埼玉県・フィンドレー大学から修了証が付与されます。 
  〇 プログラムの成績証明書が必要な場合は、オンラインでフィンドレー大学に

発行を依頼することができます(費用自己負担、2022 年 8 月現在 7.5 ドル)。 
   

   ★ フィンドレー大学生とのオンライン交流や充実したプレゼンテーションの機会 

〇 フィンドレー大学生が案内するキャンパスツアーをはじめ、同大学生へのイ
ンタビュー等を通じたオンラインによる学生との交流があります。 

〇 フィンドレー大学で開催されるシンポジウムでの講義テーマに関するプレゼ
ンテーションや、埼玉県を紹介するプレゼンテーションの機会が設けられます。 

  

   ★ 埼玉親善大使の委嘱 

〇 参加者には埼玉県知事から埼玉親善大使を任命します。本県を代表して参加
していただくほか、プログラム実施前の埼玉親善大使委嘱式、実施後の県内で
の成果報告会(英語でのプレゼンテーション)への出席及び県主催の国際交流イ

ベント等で活躍する機会があります。 
 

   ★ OSGS プログラム参加者を対象としたオハイオ州訪問団への参加 

〇 今後、数年に一度、当プログラム参加者を対象としたオハイオ州訪問団の派
遣を予定しています(費用は自己負担)。 

 
 

３．応募資格 

 応募時点において、以下(1)～(3)の条件のいずれかを満たす方です。年齢・学歴は
問いません。ただし、学生の方は(1)又は(2)に該当していることが必要です。 

 
  (1) 埼玉県内に在住の方 
  (2) 埼玉県内に在学中の方 
  (3) 埼玉県内に在勤の方 

 
 
 
 

４．応募条件 
(1) プログラムに最後まで取り組める方 ※途中辞退は原則認められません 
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(2) プログラム受講中は積極的に英語でのディスカッションに参加し、プレゼンテー
ションを行うことへの意欲が高い方 

(3) 異文化に興味・関心を持っている方 
(4) 埼玉親善大使として県を代表する自覚を持ち、当プログラムの参加経験を埼玉県

へ還元するため、県内での成果報告会(英語でのプレゼンテーション)の実施に御協
力いただける方 

(5) プログラム参加に係る一連の手続き及び受講中の提出物等において、県及びプロ
グラム実施者の定める期限までに提出できる方 

 

５．応募締切日時 

  2022 年 10 月 11 日（火）17:15 ※必着 
 

６．応募書類 
  様式(Word 形式)は「埼玉県・オハイオ州グローバルスピーカープログラム(オン

ライン)」のホームページからダウンロードしてください。以下のＱＲコード及びＵ
ＲＬからもご確認いただくことが可能です。なお、書類の写しを保管しておいてくだ
さい。 

 

 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/osgsprogram.html 
   
 【応募書類一覧】 

(1) ＯＳＧＳプログラム調書 

  【和文・英文両方】 

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） 

◆埼玉県内在住者 …住民票のコピー 

 ※外国籍で住民票が入手できない方は、特別永

住者証明書のコピー 

◆埼玉県内在学者 …学生証のコピー 

◆埼玉県内在勤者 …社員(職員)証のコピー 

 ※県内で勤務していることが分かるもの 

(3) ２年以内に取得した英語

能力を証明する資格証明書の

コピー 

 別紙様式１及び２の「英語能力」の欄に記入し
た方は、その証明となる資格証明書のコピーを提
出してください。取得時期が確認できること。 
 ＜例：英検、TOEIC、TOEFL、IELTS など＞ 

(4) エッセイ 
  【和文・英文両方】 

・Ａ４用紙(縦)を使用し、 
  和文は 2,000 字～2,500 字 
  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。 
・内容には以下①～⑤の事項を含んでください。 
 
 ①  自己紹介 

 ② 志望動機 
 ③ 本プログラムを通じて達成したいこと 
 ④  本プログラムで学んだことを今後どのよう

に将来に生かしたいか 
 ⑤  本プログラムで学んだことを今後どのよう

に埼玉県や埼玉県民に還元したいか 

 

７．提出方法 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/osgsprogram.html
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  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。※持参・郵送は不可 

 
  〇 以下リンクまたは QR コードから「埼玉県電子申請・届出サービス」＞「手続

き申込：令和４年度後期 埼玉県・オハイオ州グローバルスピーカープログラ
ム」にアクセスしてください。利用者登録不要で利用可能です。 

  〇 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必要書類をア
ップロードしてください。  

   【リンク先】 
     https://s-kantan.jp/pref-saitama-u/offer/offerDetail_initDisplay.action?tempSeq=40131 
 
 

８．選考方法 

 当プログラムの趣旨をよく理解し、埼玉県の代表として参加することがふさわしい

人格であるとともに、意欲、見識、英語力を持っているかどうかを評価するために書
類選考及びオンライン面接選考を行います。 

 
  第１次選考 ： 書類選考 
  第２次選考 ： オンライン面接選考（日本語・英語インタビューあり） 
         ※オンライン面接の様子は録画しフィンドレー大学へ提供します。 

  
 書類選考結果は、面接の詳細と併せて 2022 年 10 月 25 日(火)までに各応募者あて
に 連絡します 。 

 

９．募集開始～プログラム実施後のスケジュール（予定） 

  
10．オンライン説明会 

 当プログラムの実施に先立ち、オンライン説明会(Zoom 利用/日本語・英語使用)を
実施します。「どんなプログラムなんだろう？」「どのくらいの英語レベルが必
要？」「他のオンライン留学との違いは？」など、プログラムの内容や雰囲気を知り
たい方はぜひ御参加ください。詳細は県国際課ホームページで別途お知らせします。 

 
 ◆日時   令和 4 年 9 月 21 日(水) 19 時～19 時 45 分 
 ◆申込方法 OSGS プログラムサイトの「オンライン説明会」を御確認ください。 
 ◆定員   40 名(申込順） ※定員に達し次第、受付終了 

月日 スケジュール 
2022 年 9 月 21 日(水) 

19:00～19:45 
オンライン説明会 ※詳細は下記 10 をご覧ください。 

    10 月 11 日(火) 募集締切 17：15 ※必着 

    10 月 25 日(火) １次選考結果通知 

11 月 7 日(月) 
11 月 8 日(火)  

      11 月 9 日(水) 
   11 月 10 日(木) 

オンライン面接（日本語・英語） 

11 月下旬 
２次選考結果通知 ※最終合格者には速やかに参加同
意書を提出していただきます。 

2023 年 1 月 11 日～ 5 月  プログラム実施（出席確認、修了テスト、成績判定あり） 

2023 年 6月上旬 県内での成果発表会（英語でのプレゼンテーション） 
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11．埼玉親善大使の委嘱 

  参加者には「埼玉親善大使」を委嘱し、本県の国際交流の推進のため、以下の活動
にご協力いただきます。 

 
  ＜埼玉親善大使に御協力をお願いする主な活動＞ 
 

   【実施前】・埼玉親善大使委嘱式への出席 
   【実施中】・現地学生等への埼玉県の PR 
        ・中間レポート（日本語・1,000 字程度）の作成・提出 
   【実施後】・終了レポート（日本語・4,000 字程度）の作成・提出 
        ・県内での成果報告会(英語でのプレゼンテーション)への出席 
        ・県内で行われる国際交流事業への参加    等 
 
 
   ◆各種レポートは参加者の氏名等とともに、埼玉県 HP に掲載します。 
 

 〈参考１〉R3 年度 OSGS プログラムに参加した埼玉親善大使レポート 
  https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/osgsprogram.html 
 

 
 〈参考２〉他のプログラムに参加した埼玉親善大使レポート 
  http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/kouryukyoryoku/ohioscholarship.html 

  
 
 
 

12．応募書類に記載された個人情報の利用について 

  応募で提出していただいた個人情報は、選考の目的以外には使用しません。ただ
し、参加者の氏名、身分（例：大学生、会社員等）、所属、居住市町村、年齢等の情
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。 

 

13．参加者としての身分の取消と受講料相当額の負担 

 次の場合、参加者としての身分を取消し、受講料相当額の全部又は一部の負担を求
める場合があります。 

  ・申請書の記載事項や面接時の発言に虚偽があったとき 
  ・度重なる欠席により、継続して参加する見込みがなくなったとき 
  ・他の参加者へ迷惑がかかる行為等ふさわしくない行為があったとき 
 

14．特記事項 

プログラム実施者の諸事情により、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。また講義やアクティビティの実施にあたっては県職員がオブ
ザーバーとして参加することがあります。 

 

✈✈―――――――埼玉県の姉妹州 アメリカ・オハイオ州について――――――◆◆ 
 

 埼玉県とオハイオ州は 1990 年 10 月 22 日に姉妹提携を結び、教育や経済分野等様々

な分野で交流してきました。2020 年に姉妹提携 30 周年を迎えました。 

 オハイオ州の概要は埼玉県 HP でご覧になれます。  
 
   http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/ohio.html  

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

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/osgsprogram.html
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/kouryukyoryoku/ohioscholarship.html
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/ohio.html
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フィンドレー大学（The University of Findlay）の概要 

 

 

１ 所在地 

  住所：The University of Findlay,  

     1000 North Main Street, Findlay,  

     Ohio 45840-3695 

  TEL ：419-422-8313 

  HP ：http://www.findlay.edu/  

 

２ 学長名   Dr. Katherine Fell 

 

３ 沿革 

  フィンドレー大学は、フィンドレー市とキリスト教の一宗派であるチャーチ・オブ・ゴッド

教団によって 1882 年にフィンドレー・カレッジとして設立されました。フィンドレー大学は

独立した教育組織ですが、キリスト教の教えを敬い、その精神を守っています。 

  1989 年の７月１日、組織名称が変更され、フィンドレー大学となりました。 

 

４ 教育方針 

  フィンドレー大学設立の目的は、高い資質をもった卒業生を社会に輩出することです。フィ

ンドレー大学は、教養科目と専門教育を融合することに努め、学士及び準学士課程を通し、一

人一人が国際的な環境の中で、豊かな生き方ができるようになることを目指しています。 

    また、実学を重んじ地域社会との緊密な関係の中で応用、実践性の高い教育を行います。 

 

５ 特色 

  フィンドレー大学のプログラムは、将来の職業を視野に入れた学問と、内容の充実した教養

課程の基礎を組み合わせ、職業人かつ社会で活躍する市民として、創造的な生活力を学生が身

につけられるよう組まれています。 

  フィンドレー大学は、科学、医療、動物科学、馬学のみならず、教室内外での実践を通して

実施される次世代に向けたビジネスリーダー育成や教育者育成、革新性にあふれた人材育成の

素晴らしさでよく知られています。また、フィンドレー大学には、全部で 80を超える学士課程

専攻科目があり、大学院には 11の修士課程分野、4の博士課程分野があります。 

  現在の学生数は 3,776 人(2018-19 年)で、うち 1,200 人以上の学生が修士・博士課程で学ん

でいる他、約 1,250人がキャンパス内の寮で生活しています。 

    加えて、毎年約 35 の国と地域から本学を訪れる留学生が、キャンパスに国際文化の趣を添

えています。 

日本国内では１０の大学と学術交流協定を持ち、様々な学部（看護、基礎獣医、教育、薬

学など）が日本との教育交流活動を行なっています。日本以外にも、韓国、アラブ首長国連

邦、メキシコ、ペルー、ベトナム、中国など 17 の国や地域の大学と学術交流協定を結び、盛

んな国際教育を行っています。 

 

※上記はフィンドレー大学のホームページなどからの情報です。 

  

http://www.findlay.edu/
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埼玉県・オハイオ州グローバルスピーカープログラム調書（和文） 

応募者氏名 

写真貼付 

 

ふりがな 

        
 

   

  

生年月日 年齢（令和 4 年 9 月末現在）              

西暦    年  月  日    歳 
現 住 所 

〒        － 
       都・道・府・県 
 

電話番号  －  －  

携帯電話番号  －  －  

E-mailアドレス 
※Zipファイルの受信・開封

が可能なアドレスをご記入

ください。 

＠ 

英語能力（資格、点数等を記載）※資格以外にもアピールすることがあれば自由に記載してください。 

 

年 月 学歴・職歴 ※行は適宜追加してください 

   

   

   

   

   

受講にあたり配慮が必要な事項（任意） 

 

 

 

  
面接可能な日時(以下日程から、面接可能な日程をできる限り多く選択してください。) 

 期 日：   11月7日(月)、11月8日(火)、11月9日(水)、11月10日(木) 

 時 間：  

 

 

※面接はオンライン（Zoom）により30分程度の実施予定です。 

※時間は「9時～17時」の間で対応可能な時間帯（例:9:00～16:00）を記入してください。

特に制約がない場合は「どの時間でも可」と記入してください。 

 

  別紙様式１ 
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Personal Details For Ohio-Saitama Global Speaker Program 

Name of Applicant  

 Family Name   Given Name  

      

Date of Birth Age(As of the end of June)              
 

  
Present Address 

 

 

TEL  －  －  

CELL  －  －  

E-mail 
＠ 

※ Please use an email address accessible via a device capable of unlocking Zip files. (not a mobile device) 

English-language Ability 

 

Year Month Academic Background・Business Experience 

   

   

   

   

   

Please include any special requirements you have. (Optional) 

  

 

  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 048-830-2713 

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

 

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

 

mailto:a2705-09@pref.saitama.lg.jp
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/osgsprogram.html

