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September 2nd, 2021 

 

 

Dear School Principals,  

 

 

We are the Hiroshima JET Scholarship Fund Committee. The Hiroshima JET 

Scholarship Fund mission is to support the students of Hiroshima Prefecture who 

dream of studying English overseas. A student at a school with JET Programme ALTs 

in Hiroshima will be provided with a scholarship of ¥250,000 for the study abroad 

program of his or her choice.   

Due to the COVID-19 pandemic students cannot travel internationally, so in 

order to encourage students to continue their English studies we will implement the 

Pandemic Plan. Students can win one of three prizes:  

1st place : 50,000 yen 

2nd place : 30,000 yen 

3rd place : 20,000 yen 

The Hiroshima JET Scholarship Fund is an independent volunteer project 

organized and administered by volunteer members of the Hiroshima JET community 

and is not connected to the Hiroshima Prefectural Board of Education or any other 

Board of Education.   

It is our sincere hope that you will allow us to present this opportunity for study, 

growth, and enrichment to the students at your school.   

Thank you for your understanding,   

The Hiroshima JET Scholarship Fund Committee: 

Louise Ortiz Samu Boyne Aya Goto-Hirsig 

Camilo Guerra-Tejo VanOrden Lisa Natsuko Umezaki 
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2021 年 9 月 2 日 

関係学校長 様  

広島県 JET 海外留学奨学資金 運営委員会 

 

「広島県海外留学奨学資金」について（案内） 

 

このたび，海外で英語を勉強する夢を持つ広島県内の学生を支援するために， 「広島県 JET 

海外留学奨学資金」を新たに設立いたしました。これは，広島県内の JET プログラムによる ALT が

在校している学校の生徒に，自身の選ぶ留学プログラム に対して２５万円の奨学金を支給するという

も のです。  

今年はコロナウイルスの影響で留学は不可能ですが、本団はこんな状態でも学生たちの英語の 

勉強を支援し続けるために、パンデミックプランを実施する予定です。パンデミックプランでは、３人 

の生徒に次ぎの賞が与えられます。  

１位：５万円  

２位：３万円  

３位：２万円  

パンデミックプランでは高校 3 年生も申し込むことができますので、是非申し込んでみてください。 

当奨学金は広島県 JET プログラム参加者の有志により管理、運営されている私設有 志事業であり、ま

た、当奨学金は広島県教育委員会及び他のいかなる教育委員会とも 関連はありません。卒，趣旨をご

理解の上，関係者にご案内していただき，貴校から多数の生徒様を ご推薦賜り ますようお願い申し上

げます。  

[お問い合わせ先]  

広島県 JET 海外留学奨学資金 運営委員会:  

 

Louise Ortiz  

ルイーズ・オルティズ 

Samu Boyne  

サム・ボイン 

Aya Goto-Hirsig 

彩・後藤‐ハーシグ 

Camilo Guerra-Tejo 

カミロ・ゲラ‐テホ 

Lisa VanOrden 

リサ・バノルデン 

Natsuko Umezaki 

ナツコ・ウメザキ 
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2021 年 9 月 2 日 

 

関係者各位   

             

「広島県海外留学奨学資金」について（案内） 

 

広島県 JET 海外留学奨学資金の設立をご案内します。当奨学資金は、海外で英語を勉強 する 

夢を持つ広島県内の学生一人に与えられます。申し込みの対象は中学校２・３年生及高等学校１・２年 

生の全ての生徒です。選ばれた生徒は、自身の選ぶ留学プログラムへ 行くための資金として２５万円 

の奨学金をもらいます。  

今年はコロナウイルスの影響で留学は不可能ですが、本団はこんな状態でも学生たちの英語の 

勉強を支援し続けるために、パンデミックプランを実施する予定です。パンデミックプランでは、３人 

の生徒に次ぎの賞が与えられます。  

１位：５万円 

２位：３万円 

３位：２万円 

パンデミックプランでは高校 3 年生も申し込むことができます。 

当奨学金は広島県 JET プログラム参加者の有志により管理、運営されている私設有志事業で

あり、また、当奨学金は広島県 教育委員会及び他のいかなる教育委員会とも関連はありません。先生

の授業内外問わず、時間は非常に限られていることとは存じております。しかし、 この 新しい奨学資

金の PR 活動のみならず、生徒らの中の関心を高めるためのサポートが不可欠です。これ は素晴らし

機会であり、そして支給された生徒はこの経験から大きな文化的、知的、そして個人的な利 益を得る

ことは間違いありません。また、最初の数年間の成 果によって、今後さらに拡大し、将来、 一人以上

の数人の生徒のためにもなる可能性もあります。 もし可能であれば、英語の授業で生徒達に ５分程度

の説明をしてください。興味 ある生徒は申請書を記入し、そして下記の住所に提出する必要 がありま

す。  

 

Aya Goto-Hirsig (HJSF Committee) 

７３０-００１１ 広島県広島市中区基町１０-５２ 

 

申請書は全て、2021 年 11 月 30 日の消印のあるものまで有効とします。奨 学資金に関する質 問、

コメントなどがありましたら、ALT に聞いてください。  

 

よろしくお願いします。  

 

広島県 JET 海外留学奨学資金 運営委員会 
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September 2nd, 2021 

Dear JTE,  

Please read the following message to find out how you can help your students achieve this 

once-in-a-lifetime experience!   

We are pleased to announce the creation of the Hiroshima JET Scholarship Fund, which 

will award one scholarship per year to one student in Hiroshima Prefecture who dreams of the 

chance to study English in a foreign country. All eligible students (2nd-3rd year JHS and 1st-2nd 

year SHS students) may apply. The winner will receive a scholarship of ¥250,000 to be used as 

payment for the study abroad program of his or her choice.  

Unfortunately, due to the COVID-19 pandemic, students have not been able to study 

abroad. Therefore, we will begin implementing the Pandemic Plan. The Pandemic Plan awards 

three cash prizes to three winners:  

1st place : 50,000 yen 

2nd place : 30,000 yen 

3rd place : 20,000 yen 

The Pandemic Plan will also be available to 3rd year High School students.  

The Hiroshima JET Scholarship Fund is an independent volunteer project organized and 

administered by volunteer members of the Hiroshima JET community and is not connected to the 

Hiroshima Prefectural Board of Education or any other Board of Education.   

We know that, as JTEs, your time is extremely limited both in class and out of class.  

However, we need your help to not only promote this new scholarship fund, but to also generate 

interest among your students. This is a fantastic opportunity, and the winning student will no doubt 

benefit culturally, intellectually, and personally from this experience. Also, the more successful this 

program is in its first few years, the greater the chance it could expand and benefit many more 

students in the future. If possible, please take 5 minutes during your English classes to inform your 

students about this exciting opportunity. Interested students must complete an application and 

submit it by mail to the following address:   

 

Aya Goto-Hirsig (HJSF Committee) 

730-0011 Hiroshima-ken, Hiroshima-shi 

Naka-ku, Moto-machi 10-52 

 

Applications must be postmarked on or before November 30th, 2021. If you have any 

questions about the scholarship, please ask your ALT for more details.   

Thank you for your help,  

The Hiroshima JET Scholarship Fund Committee 
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