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「埼玉発世界行き」奨学金 

申請システム入力ガイド 

 

 

 

 

 

 

 

（画面は開発中のものです。実際のものとは異なることがあります。）  

2022 年 3 月 30 日  

（公財）埼玉県国際交流協会  

  



 

 

入力の流れ  

 

  

 

該当ページ  

１  申請者情報の登録  ・・・・・・・  P１  

  ・氏名、住所等の申請者情報を入力します。  

  ・ID/パスワードの登録を行います。  
 

↓   

２  登録完了メールの受信  ・・・・・・・  P３  

  ・登録した奨学金コース登録完了のメールが届きます。  

  ・送信元アドレスは shogakukin@sia1.jp です。  

   届かない場合は、メールの受信設定を御確認ください。  

 

↓   

３  申請書の作成（申請者情報変更）  ・・・・・・・  P４  

  ・２で受信したメールに記載されている URL から、１で登

録した ID/パスワードによりログインしてください。  

  ・主に小論文/小作文の入力を行います。  

  ・１で登録した申請者情報を変更することができます。  

 

↓   

４  申請書の印刷  ・・・・・・・  P７  

  ・入力したデータにより、提出する申請書を印刷します。  

  ・チェックリストも忘れずに印刷してください。申請する

奨学金のチェックリストを間違えないようにしてくださ

い。  

  ・必ず写真を貼付し、署名・押印の上、御提出ください。  

 

↓   

５  他の奨学金コースの申請  ・・・・・・・  P１０  

  ・他のコースを申請する場合は、上記１～４の手順により

別途手続きを行ってください。  

  ・「別の奨学金について申請者情報を登録する」ボタンか

ら手続き可能です。１で登録した内容が引き継がれます

ので、別の ID/パスワードで登録してください。  

  ・いったんログアウト等してしまった場合は、登録内容が

引き継がれませんので、再度登録済みの ID/パスワード

によりログインした後、「別の奨学金について申請者情

報を登録する」ボタンから手続きしてください。  

 

６  （参考情報）入力項目一覧  ・・・・・・・  P１１  
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１  申請者情報の登録  

（グローバル人材育成センター埼玉（以下「GGS」という。）のHPから入る）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【必須】のところは  

必ず入力してください  

※半角入力の欄は全

角で入力しても自動

的に半角に変換され

ます。  

※ここで入力した内

容は、他の奨学金を

申請する場合に引き

継がれます。  
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※外国語能力入力欄については、下記のとおりです。  

 
＊1：上欄の選択に含まれない公式試験を受けている方はその試験名を入力  

（例：TOEIC、実用英語技能検定）  

＊2：TOEFL やその他公式試験で獲得した点数や級を入力（例：120 点、1 級）  

＊3：＊2 で記載できない点数等を獲得されている方（例：教授の推薦状等）はそ

の内容を入力  

＊4：英語以外の語学の方は言語名を入力  

＊5：＊4 の公式試験名を入力  

＊6：＊5 の点数や級を入力  

＊7：＊6 で記載できない点数等を獲得されている方（例：教授の推薦状等）はそ

の内容を入力  

  

＊ 1 

＊ 2 

＊ 3 

＊ 4 

＊ 5 

＊ 6 ＊ 7 
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※併給状況と免除状況については、冠奨学金のコースによっては併給を認めてい

ないものや、経済的環境に配慮しているもの等もありますので、該当がある場合

は、正確に入力してください。  

 

 

※ログイン情報欄で ID とパスワードを決めてください。（申請画面の一番下）  

 申請する奨学金ごとに ID とパスワードが必要になります。既に他の方に使わ

れている ID は使用することができません。また、ID とパスワードは自分だけが

分かるように大切に保管してください。  
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２  登録完了メールの受信  

 上記の画面で確認し、その後の画面で送信ボタンを押すと、登録完了メールが

届きます。  

 メールで送信されたログインページの URL から登録した ID とパスワードでロ

グインします。GGS の HP からログイン画面を開くこともできます。  

 なお、ログイン後 1 時間操作がなされない場合は、自動的にログアウトします。

御注意ください。  
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３  申請書の作成（申請者情報変更）  

①「申請書を入力」ボタンを押し、申請内容入力画面に移動します。  

 

 申請者情報登録時に登録した内容をここで修正することもできます。  

 また、小論文等字数の長い内容を記載することとなりますので、募集要項を確

認の上、事前に Word 等のソフトで作成しておき、コピーすると便利です。  
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②申請書入力画面で必要事項を入力する  

 

 

※ID ごとに申請する奨学金を選んでください。  

  申請毎に、希望順位を区別して受け付けています。  

同じ奨学金名でも希望順位を間違えないようにしてください。  

 

※インターンシップ計画欄は「地域活躍コース」を申請する方のみ、入力する欄

です。地域活躍コースを申請される方は、忘れずに入力してください。入力が

ない場合は、申請を受け付けられません。  
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※この画面では、登録済みの申請者情報が表示されます。ここで修正することも

できます。  

 

 

※一番下の確認については下記のとおりです。  

 

○一時保存を選んだ場合、後で入力内容を修正することができます。  

  ・入力が終わっていない時などはこちらを選んでください。  

  ・この時点では申請書を印刷しても、「下書き」と記載され、提出できません

ので、御注意ください。  
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４  申請書の印刷  

 

○こちらを選び、確認画面から「送信」すると入力内容が確定し、以後修正でき

なくなります。  

  ・入力が終わったらこちらを選んでください。  

  ・こちらを選んで確定させてから申請書を印刷すると、「下書き」の記載が消

え、提出用の申請書となります。写真を貼り、署名をして、添付書類と共

に GGS に御提出ください。  
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○登録完了し、メニューに戻る  

（「一時保存」でも「印刷準備完了」でも同じ画面が表示されます。）  
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※「印刷準備完了」を選んで確定させると、入力ボタンがグレーアウトし、入力・

修正が出来なくなります。「申請書を表示」ボタンを押し、印刷してください。  
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※申請する奨学金のチェックリストを忘れずに印刷してください。  

（GGS の HP からダウンロードすることもできます）  

 

 リンク先は全ての奨学金についてチェックリストを掲載しています。  

 申請する奨学金のチェックリストを間違えないように選んでください。  
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５  他の奨学金コースの申請  

 他に申請する奨学金がある方は、  

「別の奨学金について申請者情報を登録する」を押して登録を開始してください。 

 

 

 

 

 

 

 

※このボタンを使うと、一度入力した住所・氏名等の情報が引き継がれますので、

新たに入力する手間を省くことができます。  

※いったんログアウトした場合は、既に登録した ID/パスワードによりログイン

し、改めて「別の奨学金について申請者情報を登録する」を選んでください。 
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６ （参考情報）入力項目一覧 

（1）申請者情報の登録 

 最初の登録時に入力いただく内容が多めになっておりますが、その内容は複数の奨学金を申請する際に引

き継がれて利用できますので、引き継ぎ機能を御利用ください。 

項  目 備  考 

１ 氏名 

(1)氏名 [必須]   

(2)氏名カナ[必須]   

(3)氏名ローマ字[必須]  

(4)国籍[必須]   

(5)生年月日[必須]  

(6)年齢 [必須] 4 月 1 日時点の年齢を入力してください。 

２ 自宅住所 

(1)郵便番号 [必須]  

(2)都道府県 [必須]  

(3)市町村・番地[必須]   

(4)建物名（マンション名等）  

(5)連絡先電話番号（携帯電話等）[必須]  

(6)メールアドレス [必須]（受信拒否しないもの且つ

PDF が受信できるもの）  

携帯電話等のメールを利用される方は、受信設定

を確認してください。普段メールをお使いになら

ない方も、記入したアドレスは定期的に受信確認

をしてください。 

３ 奨学金 

(1)この ID で申請する奨学金 [必須]  （一つだけ選択） 

４ 申請する予定全ての奨学金 

・第一希望 [必須] 希望順位を区別して受付けていますので、間違え

ないようにしてください。 ・第二希望 [必須] 

・第三希望 [必須] 

５ 専攻 

(1)在学大学等で専攻が理系の場合チェックしてくださ

い。 

地域活躍コースにおいて、理系の方は留学期間の

条件が緩和されていますので、忘れずにチェック

を入れてください。 ※地域活躍コースのみ 

６ 保護者等国内連絡先 

(1)郵便番号  

(2)都道府県  

(3)市町村・番地   

(4)建物名（マンション名等）   

(5)氏名[必須]   

(6)氏名カナ[必須]   
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項  目 備  考 

(7)携帯電話番号等 [必須] 留学中、国内で連絡の取れる電話番号を記入して

ください。（固定電話も可） 

(8)メールアドレス  高校生の保護者の方は必ずお書きください。 

(9)本人との続柄   

７ 在籍校又は最終学歴 

(1)学校名 [必須]   

(2)学部学科／研究科専攻 [必須]   

(3)卒業・修了・満期退学の別  

(4)卒業・修了・満期退学年月（社会人のみ入力）  

(5)学年（在学中のみ入力）   

８ 職業（社会人のみ入力） 

(1)職業  

(2)勤務先住所   

(3)勤務先名称   

(4)勤務先電話番号  

(5)休職/退職の別 留学中の身分について必ずお書きください。 

９ 希望留学先関連情報 

(1)留学等国名・地域名 [必須]  ここで言う地域とは、独立国ではない自治領

や特別行政区などのことです。  

(2)留学等州省名 [必須]   

(3)留学等使用言語 [必須]  授業などで日常的に使用する言語です。 

(4)留学先学校名[必須]※海外体験活動の場合はその活動先名  

(5)学部学科名／大学院研究科専攻名等 [必須]※海外体験

活動の場合はその概要と注記、高校生は普通科等と記入 

 

(6)専攻の分類（文系/理系の別）  

(7)取得予定の学位[必須]  

(8)入学許可年月日[必須]※海外体験活動の場合はその許可日  

(9)留学等の現在の状況（予定/決定）[必須]  

(10)出国予定日～帰国予定日[必須]  

(11)留学開始（予定）日（西暦・半角）[必須] 留学先の大学等に在籍を開始する日です。 

(12)留学終了（予定）日（西暦・半角） [必須] 留学先の大学等に在籍する最終の日です。 

１０ 外国語能力 

(1)英語能力 [必須]  

(2)英語能力の他公式試験名 英語能力で「その他」を選んだ方はこちらにその

内容を記述してください。 

(3)英語能力（点数・級）  

(4)その他英語能力の証明書 公式試験ではない証明をお持ちの方はこちらに

記述してください。（教員の推薦書等） 

(5)その他の語学能力 英語以外の語学です。 

(6)その他の語学能力の公式試験名  

(7)その他の語学能力の公式試験（点数・級）  
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項  目 備  考 

(8)その他語学能力の証明書  英語と同様です。 

１１ 併給状況と免除状況 

(1)他の奨学金併給状況  今回の留学に係るもののみ記入してください。 

(2)授業料免除状況  経済的に恵まれない環境を優先する場合に記載

内容を参考にします。 

１２ 低所得世帯等特例 

※特例に該当する場合にチェックを入れてください。  

１３ 自己 PR 

(1)自己ＰＲ（８００字以内）  「１ 申請者情報登録」時点では「必須」となっ

ていませんが、「3 申請書の作成」時には必須と

なります。登録後、修正することも可能です。 

１４ 学習・研究計画又は海外体験活動 

(1)留学中の学習・研究計画又は海外体験活動（９００字

以内）[必須]  

「3 申請書作成」時に修正することも可能です。 

１５ ログイン情報 

(1)ログイン ID [必須]  半角英数字８文字以上です。自分にだけ分かるよ

う大切に保管してください。 (2)パスワード [必須]  

↑ここまでの項目が「申請者情報登録」で入力をしていただく内容となります。 

 項目が多いですが、一時保存機能はありません。登録後、編集することが可能ですので、いったん登録し

ていただくことをお勧めします。 

 複数の奨学金を申請する方は、ログイン情報以外を引き継いで申請することができますので、引き継ぎ機

能を御利用ください。 

 

（２）申請書の作成項目 

 以下の項目は、登録後改めて入力していただく項目です。申請される奨学金によって、テーマや文字数等が

異なりますので、よく御確認ください。また、住所・氏名等の情報より上に表示されます。 

項  目 備  考 

埼玉親善大使として、留学先でどのように埼玉をＰＲするか 

「埼玉発世界行き」奨学生には県から埼玉親善大使を委

嘱します。埼玉親善大使として、あなたなら埼玉の魅力

をどのようにＰＲしますか。（５００字以内）[必須] 

未来へつなぐ地域と JA さいたま奨学金の場合

は、「地元（JA さいたま管内）の誇り」について

記述してください。 

小論文 テーマが奨学金によって異なります。システムで

表示されるテーマや要項をよく御確認ください。 

インターンシップ計画（地域活躍コースのみ [必須]） 地域活躍コースの方は必ず記述してください。 

システムの機能で必須になっていませんので、御

注意ください。 

 


