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埼玉県・オハイオ州スカラシップ 

〈語学・大学留学コース〉 

2023(令和 5)年度派遣者募集要項 

１．趣 旨 

  埼玉県と姉妹提携を結ぶアメリカ・オハイオ州との国際交流事業として、同州フィ
ンドレー大学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
ために活かす意欲のある方を募集します。 

 

２．概 要 
 (1) 留学先及び募集人員 
   フィンドレー大学 
   学部、大学院、集中英語コースのうちいずれか１名 

 
 (2) 特典 
    2023(令和 5)年 8 月の入学から 2024(令和 6)年 4 月末までの、秋学期及び春学期

の授業料（注 1）が免除 
   授業料以外の費用（渡航費、海外留学保険料、学寮費（注 2）、諸経費等）につい

ては自己負担となりますので、ご注意ください。 
 
   ※注 1:授業料見込み 

     集中英語コース／年間約 12,000 ドル 

     学部     ／年間約 35,000～45,000 ドル 

     大学院    ／年間約 10,000～20,000ドル 

   ※注２ 

     集中英語コース及び学部入学の奨学生は、同大学の学寮に入寮することとなります。 

     一方、大学院に入学する奨学生は、大学のアパートを借りることとなります｡ 

（参考）  学寮費／年間約 4,500 ドル 

      アパート代／年間約 4,000～6,000 ドル 

 

３．応募資格 
  応募することができるのは、以下の(1)～(3)の全てに該当する方です。 
 
  (1) 高等学校卒業(令和 5 年 3 月卒業見込みを含む)以上の資格を有する方で、 
     応募時点において、以下の①～③の条件のいずれかを満たす方 
    ① 埼玉県内在住の方 
    ② 埼玉県内の高校・大学・大学院に在学中の方 
    ③ 埼玉県内に在勤の方 

  (2) 将来、留学の経験を埼玉県へ還元する意欲のある方 
   (3) 心身ともに健康な方 
   
  ※  海外からの応募、一時帰国による応募、日本で留学中の外国人留学生による応募は認められ

ません。 

 ※  現在募集中の埼玉県・オハイオ州グローバルスピーカープログラム後期に応募する方は、本

スカラシップへの重複応募は認められません。 

  ※  留学経験の有無、私費留学との併願について制限はありません。 

  ※  奨学生としては選ばれなかった方でも、大学の入学基準を満たし大学から 

 入学許可を受けた方は、私費で留学をすることができます。 
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４．応募条件 
  大学が定める英語能力に関する以下の入学基準を満たさなかった応募者には、授業

料免除の特典を受ける資格はありません。 
 
(1) 学部 
   以下のいずれかの成績を有していること。 
   • TOEFL Minimum Score: 61 
   • IELTS Minimum Score: 6.0 
   • iTEP Minimum Score: 3.5 
   • PTE Academic Minimum Score: 50 
   • Duolingo Minimum Score: 95 
 
(2) 大学院 

      大学卒業以上の資格（2023 年 3 月卒業見込み含む）を有すること。必要な英語
能力はプログラムによって異なります。以下リンク先で確認してください。 

    https://www.findlay.edu/admissions/international/international-
student-graduate-admission-requirements 

   
  〈参考〉Master of Business Administration の場合 
   • TOEFL Minimum Score: 79 
   • IELTS Minimum Score: 6.5 
   • PTE Academic Minimum Score: 61 
   • Duolingo Minimum Score: 105 
 
 (3) 集中英語コース 

米国での生活を送るために必要となる最低限の英語力を有していること（面接選
考の英語インタビューで英語力を確認させていただきます。TOEFL-iBT などの受験
や成績の提出は任意です）。 

   
※  TOEIC、英検等では出願できません。また大学院の専攻によっては、より高い

スコア又は GRE（The Graduate Record Examinations）や GMAT(Graduate 
Management Admission Test)のスコアが必要になることがあります。 

 

５．選考方法 

 本スカラシップ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（第１次選考）及び面接選考（第２次選考）を行います。 

  なお、面接選考結果はフィンドレー大学での選考の際の資料となります。 

 

６．応募方法 
  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 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５年度派遣埼玉県・オハイオ州スカラシップ〈語学・大学留学コー
ス〉」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/offerDetail_initDisplay.action?tempSeq=40102 

https://www.findlay.edu/admissions/international/international-student-graduate-admission-requirements
https://www.findlay.edu/admissions/international/international-student-graduate-admission-requirements
https://s-kantan.jp/pref-saitama-u/offer/offerDetail_initDisplay.action?tempSeq=40102
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７．応募締切 

  2022(令和 4)年 11 月 30 日(水)17 時 15 分 厳守 
 

８．応募書類 
  様式(Word 形式)は、以下の「埼玉県・オハイオ州スカラシップ」サイト URL 先ま

たは QR コード先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。 

 
 http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/kouryukyoryoku/ohioscholarship.html 

    

【応募書類一覧】 

(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） 

◆埼玉県内在住者 …住民票のコピー 
 ※外国籍で住民票を入手できない方は、特別永住者証明書のコピー 
◆埼玉県内在学者 …在学証明書のコピー 

(3) 英語能力を証明する資格

証明書 

・「４．応募条件」に応じて必要な資格証明書のコ
ピーを提出してください（取得時期がわかること）。 
・集中英語コースに応募する場合は任意提出です。 

(4) エッセイ 
   【和文･英文両方】 

・Ａ４用紙(縦)で、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。〈例〉1/3 ページ、2/3 ページ、3/3 ページ 
・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 留学で達成したいこと 
 ④ アメリカで学んだことを今後どのように 
  将来に生かしたいか 
 ⑤  アメリカ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 
  

(5) 成績証明書【英文】 直近の成績証明書の英文のコピーを提出してくださ
い。〈例〉大学２年在学中：大学１年の成績 

(6）卒業見込み証明書 又は 

  在学証明書【英文】 

高校３年生は英文の卒業見込み証明書のコピー、 
大学４年生で大学院を志望される方は、英文卒業見
込み証明書のコピーを提出してください。 

(7) 財政能力証明書【英文】 別紙様式 3 を記入して提出してください。 

(8) 銀行又は郵便局が発行し

た残高証明書【英文】 

米国学生ビザの発給手続の関係上、以下の預金残高
証明のコピーを提出してください。 

 ＊集中英語コース：25,300ドル以上 

 ＊学部コース：49,500 ドル 以上 

 ＊大学院： 

   ・教育、英語教授法プログラム：22,600 ドル以上 

   ・MBA：25,800 ドル以上 

※プログラムによって異なりますので、この他のプログラ

ムへ入学希望の際はお問い合わせください。 

※プログラムのリストは以下をご覧ください。 

学士号・修士号・博士号 

https://www.findlay.edu/academics/academic_programs 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/kouryukyoryoku/ohioscholarship.html
https://www.findlay.edu/academics/academic_programs
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９．募集開始～出国までのスケジュール（予定） 

 

10．誓約書等への署名及び海外留学保険への加入 

  奨学生に決定された方は、渡航前に自己責任の原則を定めた誓約書や事業参加同意

書に署名し、埼玉県に提出するとともに、各自で海外留学保険に加入します。海外留

学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、埼玉県及びフィンドレー大学は一切の責任を

負いません。 

 

11．留学ビザ申請手続 

  奨学生に決定された方は、留学ビザ申請手続をご自身で行っていただきます。 

 

12．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＞ 
 

   【渡航前】・埼玉親善大使委嘱式への出席 
   【留学中】・現地学生等への埼玉県のＰＲ 
        ・毎月レポート（日本語・1,000 字程度）の作成・提出 
   【帰国後】・奨学終了報告レポート（日本語・4,000 字程度）の作成・提出 
        ・奨学終了報告会への出席 
        ・県内で行われる国際交流事業への参加    等 
  
   ※ レポートは参加者の氏名とともに、埼玉県ＨＰに掲載します。 

   （参考）他のプログラムに参加した埼玉親善大使レポートＨＰ 
       

    http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/kouryukyoryoku/ohioscholarship.html  
 
 

13．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。 

 
 
 

月日 スケジュール 

2022 年 11 月 30 日(水) 募集締切 17 時 15 分 厳守必着 

    12 月 
１次選考：書類選考 
１次選考結果通知 

2023 年 1 月 10日(火)～ 
    1 月 13日(金) 

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 

    1月下旬 推薦者決定 

       2月下旬 

フィンドレー大学による選考及び奨学生決定 

※応募者全員の面接結果及び申込書等を埼玉県がフィン

ドレー大学あてに送付し、同大学が奨学生を決定します。 

       3月～8 月 
必要書類の作成・提出、埼玉親善大使委嘱式、事前
説明 

       8月 出国 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/kouryukyoryoku/ohioscholarship.html
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14．参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、奨学生としての身分を取消し、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。 
 ・申請書の記載事項や面接時の発言に虚偽があったとき 
 ・大学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 

 

15．特記事項 

奨学生の募集中、派遣前又は派遣後に、感染症、戦争、テロ、自然災害等の発生
により、募集又は派遣を延期もしく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、受入大学側の諸事情により、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。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✈✈―――――――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。 

 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  

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

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。 

 

６ 学部情報 

  (1) 学部 Bachelor’s Degree 

  ビジネス学部 College of Business／ 教育学部 College of Education／ 

  ヘルス・プロフェッション学部 College of Health Professions／ 

  教養学部 College of Liberal Arts／薬学部 College of Pharmacy／ 

  理工学部 College of Science 

 

 

 

http://www.findlay.edu/
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 (2) 大学院（修士課程） Master's Degree 

  ビジネス学部 College of Business／ 教育学部 College of Education／ 

  ヘルス・プロフェッション学部 College of Health Professions／ 

  教養学部 College of Liberal Arts／理工学部 College of Science 

 

 (3)大学院（博士課程）Doctorate degree 

  教育学部 College of Education／ 

  ヘルス・プロフェッション学部 College of Health Professions／ 

  薬学部 College of Pharmacy 

 

  (4) 集中英語コース Intensive English Language Programs 

   集中語学講座の受講を通じて、英語とアメリカ人の生活習慣を教育することを目的として

います。修了時には、フィンドレー大学及びアメリカの他の大学の授業受講が可能なレベル

にまで英語力を伸ばすことを目標としています。 

   各人の能力や進度に応じた少人数のクラスで英語を学ぶことができ、これまでにアジア、

アフリカ、ヨーロッパ、中央及び南アメリカの５０数か国から学生を受け入れてきた実績が

あります。本コースは、大学の一部であり「国際語としての英語」の学部単位として正式に

認められております。 

 

※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。 
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埼玉県・オハイオ州スカラシップ調書（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 11 月末）              

西暦    年  月  日    歳 
現 住 所 希望コース ※該当にチェック 

〒        － 
       都・道・府・県 
 

□ フィンドレー大学学部 

□ フィンドレー大学大学院 

□ フィンドレー大学集中英

語コース 

 

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。 

＠ 

現住所以外の連絡先（実家等）※応募者本人に連絡がつかない場合、連絡することがあります。 

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）※付属英語学校を希望される方は必須ではありません。 

 

希望する専攻 学位取得の希望 ※ 私費留学の可能性 ※ 

 □有   □無 □有   □無 

趣味・スポーツ経歴等 

 

年 月 学歴 ※高等学校以上からご記入し、適宜行は追加してください。 

   

   

   

   

健康状態 ※該当にチェックを入れてください 

 □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。 

面接可能な日時（以下日程から面接可能な日程を残してください。複数回答可） 

 期 日：2023年 1月10日(火) ／ 1月11日(水) ／ 1月12日（木）／ 1月13日（金） 

 時 間：  

※面接は30分程度で実施予定です。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、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。 

 ※…該当する選択肢を■（またはチェックを入れる）にしてください。 

 

  別紙様式１ 
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Personal Details For Ohio-Saitama University Scholarship Program 
Name of Applicant  

 Family Name   Given Name   

      

Date of Birth Age (As of end of November)              
  

  
 

Present Address (Desired Course *please check): 

 
 

□ Undergraduate, The University of Findlay  
 

□ Graduate, The University of Findlay 
 

□ Intensive English Language Programs, The 

University of Findlay 

TEL  －  －  
 

CELL  －  －  

E-mail  
＠ 

 

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

Other Contact Address 

TEL  －  －  

E-mail 
  ＠ 

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

English Language Ability 

 

Course of Study Do you intend to 

obtain a degree? 

Would you attend the University 

of Findlay at your own expense? 

 □Yes   □No □Yes   □No 

Sports Background or Hobbies 

 

Year Month Academic Background (Since High School) 

   

   

   

   

Do you have any chronic diseases or any allergies? 
 

 □Yes   □No 

 

If yes, please provide details. 

 

 

  別紙様式２ 
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Affidavit of Financial Support 
       （財政能力証明書） 

 
Name:                                                         
              (Surname)                (First Name) 
Address:                                                             
                                                                         
Home Telephone:                                                          
Date of Birth:                                                           
                  ( Month / Day / Year ) 

  
I certify that I will have a minimum of US $                PER YEAR while 
I am studying at                                 exclusive of travel funds. 
These funds will be provided as follows (Check one or more): 
                        □   from my own savings 
                        □   from my family / friend 
                        □   other ( specify )                            
I further certify that I can make the necessary arrangements to have these  
funds transferred to the United States. 
 
Applicant's Signature:                                                    
             Date:                                                        
                                ( Month / Day / Year ) 

 
Sponsor's Name:                                                           
                     (Surname)                   (First name) 
 
Sponsor's Signature:                                                      
            Date:                                                         
                                ( Month / Day / Year ) 
 

Relationship to Applicant:                                                     
Address of Sponsor:                                                         
                                                                           

別紙様式３ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/kouryukyoryoku/ohioscholarship.html 

 

mailto:a2705-09@pref.saitama.lg.jp
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/kouryukyoryoku/ohioscholarship.html

