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留学って？どうしたらいいの？マンガ 羽野  萌
めぐみ

さん （H28 協 ）の場合
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あなたの留学タイプは?!

語学試験で特定の点数を取得？
または、特定の級に合格？
学位・修士や資格の取得？

異文化体験？　語学習得？
学位取得？　　技術習得？

それは日本では
出来ない事？

行き先（国、地域）や学校は
どんなところにする？

→もっと掘り下げて

→→もっともっと掘り下げて

授業料や生活費、
保険や渡航費は
いくらかかる？

現在の予算内で
実現できる？

国内外で進学？
何を勉強する？
働くならどのような業界？

★何のために留学したい？

★その留学の「成功」とは？

★留学資金は？

→もっと掘り下げて

→→もっともっと掘り下げて

★留学後の進路は？

高校留学高校留学
●卒業資格取得
●外国語学習や異文化
体験を目的とした交
換留学　等

大学・大学院等留学大学・大学院等留学

●学位取得
●協定・認定留学

●短期留学　等

語学留学語学留学
●外国語学習を目的
とした留学 ●インターンシップ

●ボランティア
…etc

留学先の大学院を選んだのは、自
分の学びたかった農業、途上国支
援、水資源管理の分野で良質かつ
自分の求める教育・プロジェクト・
研究を行っていたからです。学部時
代にアメリカ留学をしていたので、
アメリカの大学の制度になじみが
あったのも決定ポイントでした。

目標とする職業に就くために必要な
学校・学部等に進路を決めて動きま
した。目標や夢が決まっていると、
今何をするべきか見えてくるよ！

日本の大学で心理学の授業を中心に学び始めたが、履修できる授業が
限られていたため、世界的にも有名なオーストラリアの大学への留学
を決めました。現在、海外の大学院に入る準備をしていますが、留学
先で学んだ授業が役に立っていると実感しています。

国、地方自治体、
民間の奨学金は調べた？

日本と留学先の学校では単位の
カウント方法に相違があるよ！
卒業時期も考えておこう！

高校の異文化理解の授業がきっかけで
様々な国の文化に興味を持ちました。
学校の短期留学プログラムを経験した
らもっと長期で海外生活をしたいと思
うようになりました。

奨学金で生活費が賄える場合も
あるよ！
申請できるものがないか確認し
てみよう！

Rさん　H25  学

Jさん　H24  学

Oさん　H28  高

Hさん　H28  協

Cさん　H28  協Wさん　H28  協

あなたの目的を絞ろう

「埼玉発世界行き」奨学生に聞く！留学
が気になったら
考えてみよう

その 1
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高校生のうちから本場の英語に触れて語学力を伸ばしたいと思い、カリキュラ
ムに留学のある高校を選びました。

きっかけ

留学先の州や地域についての情報収集です。特に、歴史や有名なものなどの下調
べに力を入れました。お陰で留学先での会話のネタには困りませんでした。

準備で力を入れたこと

「英語で英語を理解して、自分の意見を言えるようにする！」
先に留学経験がある友人に「英語で英語が理解できた」と言われ、留学前は正直意味が
分かりませんでした。実際に留学して3か月が過ぎた頃、友人が言っていた事の意味が
理解でき、言葉では言い表せない達成感を感じました。

達成目標

実際に自分の目と肌で異文化を体験できたことが、とても心に残っています。特にキリ
スト教を信仰する人が多い地域だったので、イースターやクリスマス、ニューイヤー等
のイベントをホストファミリーと一緒に体験できたことはよい思い出です。
英語には日本にはない発音が沢山あり、現地では苦労をしました。ただ、留学に来なけ
れば自分が正確な発音をできない事に気付かなかったですし、ホストファミリーに正
しい発音を教えてもらえた事で語学力が飛躍的に上達しました。

思い出

「英語で英語を理解して、自分の意見を言えるようにする！」

ホッケーが大好きなカナダ人友達と観戦に行きました

ロブスターが有名なカナダ！

小さい頃から英会話教室の外国人の方との交流をとても楽しいと感じ、旅行好きの父の影響で家族で海外旅行をすることで、海外へ
行くことの楽しさを知った事が留学のきっかけです。
高校の時にドイツへ2週間ホームステイをする機会があったので、大学では同じドイツへの留学を希望していました。ただ、ドイツの
協定校には自分の学びたい学部がなく、自分の現状の英語力や何を学びたいのか考え、日本人が少ない環境で勉強したいということ
が決め手になり、協定校の中からセルビアを選択しました。

きっかけ

セルビアについての情報は非常に少なく、検索をしても分からない事が多かったので、
セルビア大使館を訪問し情報収集をしました。大使館の方に親身になって相談に乗っ
てもらい、現地に住む日本人を紹介してもらいました。
実際その方とは留学初日に空港でお会いすることができ、滞在先まで送っていただき、
とてもお世話になりました。

準備で力を入れたこと

将来、小学校の教師になることが夢なので、将来のために第２言語としての英語をどの
ように学んでいるか勉強をすることが目的でした。セルビアは第２言語が英語なので、
日常生活を通しても言語教育の勉強になることは非常に多かったと感じます。また、自
分自身の語学力アップも大きな目標の1つでした。

達成目標

一番感じたのは日常忘れがちな、人としての原点を感じることが出来たことです。特に、
バスに乗れば若者が当たり前のように老人に席を譲り、大きな荷物を持っている人がい
れば周りにいる人みんなで乗車を手伝う姿があり、迷っていれば「どこに行きたいんだ」
と手を差し伸べてくれる人がいました。留学中は終始優しさに溢れた環境だったと思い
ます。
また、街には遊べるようなショッピングモール等の施設がないので、老若男女誰もが近所
にある公園で各々ゆったりと時間を過ごす休日が、日本とは違いとても印象的でした。

思い出

「埼玉県で教員になりたい！自分の留学経験をもとに海外のすばらしさを生徒に伝えたい!!」

教育実習の子ども達とともに

セルビアの大好きな場所

Ｈ28●高★先輩体験談：斎藤　ましろさん【留学先：カナダ　グレースベイ高校】　

Ｈ28●協★先輩体験談：羽野　萌さん【留学先：セルビア　ベオグラード大学】

出国の際に留学先の
現地時間に時計を合わせたら、

トランジットで本来乗るべき飛行機に
乗れず大変でした。チケットの
時刻表記はトランジット先の時間
で記載されるら注意してね。

・目的の明確化
・留学先の絞込み
・必要書類、ビザ、テスト等確認、テスト
勉強
・奨学金の情報収集

・留学先で必要な試験やスコアを確認

準備ステップ 準備項目 主な留学先
語学学校高校 大学

情報収集

1年半前 6か月前

出願・入学手続 1年前 3か月前

6か月前

語学試験・学力試験

滞在先の確保

願書、志望理由書、履歴書、卒業(在学)
証明書、成績証明書、語学、学力試験の
成績証明書、預金残高証明書、推薦状、
健康診断書、申請料

【一般的な必要書類】

パスポート申請
ビザ申請

3か月前

申請書、パスポート、入学許可証、預金
残高証明書、申請料

【一般的なビザ申請の必要書類】

健康診断書、往復航空券、保険加入証明書
【国によって必要】

・保険加入、銀行口座（ネット銀行）の
開設、送金方法の確認、クレジット
カード作成手配、荷物の送付、航空券
・最新の渡航情報を確認

渡航準備

・出発2時間前までに空港に到着。
・出発1時間前までに出国ゲート到着、
出国手続きを行う。

渡航当日

1か月～2か月前

奨学金書類準備・提出

・寮、ホームステイ、一人暮らしetc.

・募集要項等でよく調べる
・出願時期に注意！
書類の不備がないように、提出前に
よく確認すること

高校に常駐している
ネイティブ英語教員と

積極的にコミュニケーションを
とることで英語で話す
練習をしました。

天候は1週間前
から注意して

チェックしておこう

ホームステイは
ホストファミリーとの
相性も大切！
カウンセラーに

相談できることもあるよ！

大使館が開催する
留学フェアに参加して

留学体験者にアドバイスを
もらう機会があり、
とても助かりました。

留学する目的や意味、
帰国後の将来のことまで
考えておくと提出書類の
志望理由や面接で
役に立つよ！

大学が提携している物件の
シェアハウスを利用しました。
4人の留学生とともに1軒家で

生活していました。
留学生が多く住む地域だったので、
友人を作りやすかったです。

国によってはビザ取得
は現地でもできる！
ただし、入国してから

取得期日が決まっている中で
保険に入ったり不足書類が
あると大変！なるべく日本で
手続きは済ませるといいよ！

Sさん　H28  協

Aさん　H28  協

Nさん　H28  高 Oさん　H28  高

Uさん　H28  協

Hさん　H28  協

Kさん　H28  協

教えて

先輩 留学体験談「私の目的」
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高校生のうちから本場の英語に触れて語学力を伸ばしたいと思い、カリキュラ
ムに留学のある高校を選びました。

きっかけ

留学先の州や地域についての情報収集です。特に、歴史や有名なものなどの下調
べに力を入れました。お陰で留学先での会話のネタには困りませんでした。

準備で力を入れたこと

「英語で英語を理解して、自分の意見を言えるようにする！」
先に留学経験がある友人に「英語で英語が理解できた」と言われ、留学前は正直意味が
分かりませんでした。実際に留学して3か月が過ぎた頃、友人が言っていた事の意味が
理解でき、言葉では言い表せない達成感を感じました。

達成目標

実際に自分の目と肌で異文化を体験できたことが、とても心に残っています。特にキリ
スト教を信仰する人が多い地域だったので、イースターやクリスマス、ニューイヤー等
のイベントをホストファミリーと一緒に体験できたことはよい思い出です。
英語には日本にはない発音が沢山あり、現地では苦労をしました。ただ、留学に来なけ
れば自分が正確な発音をできない事に気付かなかったですし、ホストファミリーに正
しい発音を教えてもらえた事で語学力が飛躍的に上達しました。

思い出

「英語で英語を理解して、自分の意見を言えるようにする！」

ホッケーが大好きなカナダ人友達と観戦に行きました

ロブスターが有名なカナダ！

小さい頃から英会話教室の外国人の方との交流をとても楽しいと感じ、旅行好きの父の影響で家族で海外旅行をすることで、海外へ
行くことの楽しさを知った事が留学のきっかけです。
高校の時にドイツへ2週間ホームステイをする機会があったので、大学では同じドイツへの留学を希望していました。ただ、ドイツの
協定校には自分の学びたい学部がなく、自分の現状の英語力や何を学びたいのか考え、日本人が少ない環境で勉強したいということ
が決め手になり、協定校の中からセルビアを選択しました。

きっかけ

セルビアについての情報は非常に少なく、検索をしても分からない事が多かったので、
セルビア大使館を訪問し情報収集をしました。大使館の方に親身になって相談に乗っ
てもらい、現地に住む日本人を紹介してもらいました。
実際その方とは留学初日に空港でお会いすることができ、滞在先まで送っていただき、
とてもお世話になりました。

準備で力を入れたこと

将来、小学校の教師になることが夢なので、将来のために第２言語としての英語をどの
ように学んでいるか勉強をすることが目的でした。セルビアは第２言語が英語なので、
日常生活を通しても言語教育の勉強になることは非常に多かったと感じます。また、自
分自身の語学力アップも大きな目標の1つでした。

達成目標

一番感じたのは日常忘れがちな、人としての原点を感じることが出来たことです。特に、
バスに乗れば若者が当たり前のように老人に席を譲り、大きな荷物を持っている人がい
れば周りにいる人みんなで乗車を手伝う姿があり、迷っていれば「どこに行きたいんだ」
と手を差し伸べてくれる人がいました。留学中は終始優しさに溢れた環境だったと思い
ます。
また、街には遊べるようなショッピングモール等の施設がないので、老若男女誰もが近所
にある公園で各々ゆったりと時間を過ごす休日が、日本とは違いとても印象的でした。

思い出
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考えておくと提出書類の
志望理由や面接で
役に立つよ！

大学が提携している物件の
シェアハウスを利用しました。
4人の留学生とともに1軒家で

生活していました。
留学生が多く住む地域だったので、
友人を作りやすかったです。

国によってはビザ取得
は現地でもできる！
ただし、入国してから

取得期日が決まっている中で
保険に入ったり不足書類が
あると大変！なるべく日本で
手続きは済ませるといいよ！

Sさん　H28  協

Aさん　H28  協

Nさん　H28  高 Oさん　H28  高

Uさん　H28  協

Hさん　H28  協

Kさん　H28  協

スケジュールを組み立てよう

留学準備に時間をかける！ 予想以上に時間がかかる！ 学校や他機関とのやり取りは時間をかけて丁寧に！留学
が気になったら
考えてみよう

その 2
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プログラム：大学院で修士号取得
●留学費用（約500万円）

…約150万円生 活 費
…約350万円
　授業助手などで学費減免措置を受けましたが、そ
れでもアメリカの大学は学費が高いと感じます。
私は授業助手をしてお給料をもらっていました。

学 費

留学先：アメリカ 期間：2年3か月

約140万円（学費：約10万円　生活費：約130万円）
JASSOの奨学金を毎月８万円受けていたので生活費はそれで賄えまし
た。家賃はシェアハウスで毎月３万円くらい。また、ドイツはとても学費が
安く、かつ学費の中にゼメスターチケット代（一定の地区のバス・電車乗
り放題）も含まれているので移動費がほぼかからないことも非常にあり
がたかったです。

高校の時にドイツに11か月交換留学をしまし
た。それがきっかけで大学へ進学し再びドイツ
へ留学したいと考え、大学ではドイツ語学科に
入学しました。留学先の学校選びは所属大学
の協定先の中から以前留学した地域にある大
学を選択しました。語学の習得だけではなく、
日本の所属大学では専攻出来ない心理学を留
学中に学ぶことも留学の目的でした。

やはり留学では、言語の壁だけではなく、慣れない環境にも苦労しました。
特に高校の時に初めてドイツへ留学した時は、何軒かお世話になったホスト
ファミリーの中でも、１番初めのホストファミリーとは衝突した時期があり
ました。それでも、前向きによく話し合うことや気持ちを伝えることで今で
はどの家族よりも連絡を取り合い、大学留学の際にも一緒に旅行に出かけ
るような、私にとっては第２の家族となっています。
大学留学では、ドイツ語と英語の２言語の習
得に苦戦しました。授業の際に毎回英語のテ
キストを大量に読み込んでいく必要があった
り、ルームメイトとの会話は英語が多かった
からです。そんな時、留学先の大学が紹介して
くれた「タンデム」というシステムがとても役
に立ちました。このシステムはドイツ語と日
本語を相互に学びたいもの同士を引き合わ
せてくれ、語学を学びあえるシステムです。留
学で語学の壁は必ず立ちはだかります。ただ、留学を実際経験してみると言
語は現地でこそ修得出来るものだと感じました。

良かったところと苦労したところ

「高校と大学で２回ドイツへ留学！」

★先輩体験談：上野　梓さん
　留学先：ドイツ ミュンスター大学　1年間 Ｈ28●

留学費用（おおよそ）

留学先を決めた理由

教えて！セン
パイ 留 学 体 験 談

プログラム：在学高校の留学プログラムを利用
●留学費用（約250万円）

…約175万
（ホームステイ代・サマーキャンプ代・渡航費等含む）

生 活 費

…約75万円
留学先の国の物価によると思いますが、私の場合
はお小遣いとして月15,000円ほど使っていました。

学 費

留学先：カナダ 期間：1年

プログラム：所属大学の協定校の中で学内選考に応募
●留学費用（約150万円）

…約150万円（寮費・交際費・渡航費等含む）生 活 費
学 費

留学先：シンガポール 期間：1年（2セメスター）

プログラム：大学院で修士号取得
●留学費用（約400万円）

…約100万円（自炊中心でかなり節約をしました。）生 活 費
…約300万円（寮費含む）
　他国の修士号に比べて期間が1年と短く、密度の
濃い短期集中型。学費を抑えられることやキャリ
アブランクを少なくできるメリットがあります。

学 費

留学先：イギリス 期間：1年

…交換留学なので日本の大学の学費のみ。（私の留学
した大学だと正規留学では2セメスター約68万円かかります）
シンガポールは他の東南アジアの国々に比べて感染の危険性はほ
とんどありませんが、予防接種の費用が高いです。念の為日本での
接種をお勧めします。

高校生の時の
ホストファミリーと

大学留学の
ミュンスターの街並み

約70万円（寮費含む生活費のみ）※約６年前の物価
私はダブルディグリー制度（日本の在籍大学と留学先の大学の両方の学
位を取得すること）による留学でしたが、交換留学と同じ扱いだったの
で、日本の大学へのみ学費を支払っていました。
留学先で使う教科書は、20元～30元（日本円で400円程度）だったので
日本の大学で使うテキストよりは格段に安かったです。

元々中国語を勉強していたのと、急速に発展する
隣国中国について、特に自分の専門である政治・
経済をもっと学びたいと考え、留学を決めました。
そしてせっかく留学するならその国のトップク
ラスの学生と机を並べ彼らの考えを知ってみた
い、そう考えて北京大学国際関係学院への留
学を決めました。

どこの国への留学でも言えることだと思いますが、「百聞は一見に如か
ず」を実感することばかりでした。中国というと、とかく「反日」のイメー
ジが付きまといますが、実際に中国の人々と話していると、皆さん日本に
興味津々で、クラスメートだけでなく街で知り合った人々も、私が日本人
と分かるやいなや、日本について良い意味で質問攻めにしてきます。
歴史や領土等、政治的な問題を含む話題に話が及ぶこともあったのです
が、お互い腹を割り、個人としての考えを交
換することで、中国の方々の考えを知る良
い機会となりました。
イメージだけで、その国や人々について語る
のではなく実際に面と向かって相手と対話
することがいかに重要かを学ぶことができ
た経験でした。またそれと同時に、自国で
ある日本のことについてもっと知る必要が
あると痛感したのも、留学先でたくさんの人
との出会いがあったからだと思います。
現在仕事で国際文化交流に関わっておりますが、留学中に学び考えたこ
とは、日々の業務に活きていると実感しています。

良かったところと苦労したところ

「百聞は一見に如かず！隣国中国で政治・経済を学ぶ！」

★先輩体験談：大内　洸太さん
留学先：中国　北京大学国際関係学院　1年間　Ｈ23●

留学費用（おおよそ）

留学先を決めた理由

北京大学前

北京大学の構内にある
未名湖と博雅塔

学 協

Jさん　Ｈ24  学

Aさん　Ｈ28  協

Mさん　Ｈ28  高Rさん　Ｈ25  学

留学タイプ・国別費用

「埼玉発世界行き」奨学生に聞く！留学
が気になったら
考えてみよう

その 3
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埼玉県から海外へ留学する方を対象に留学ローンの取り扱いを行っています。

埼玉県　埼玉りそな銀行・武蔵野銀行・埼玉縣信用金庫　提携留学ローン

❖「埼玉発世界行き」冠奨学金
「埼玉グローバル人材活躍基金」にご寄附頂いた企業や篤志家の方々の名称等を冠とした給付型の奨学金です。

平成29年度実績

海外の大学・大学院での学位取得を目的とした留学を対象
●学位取得コース●学位取得コース

書類の準備に2週間程度か
かりました。特に力を入れた
ことは応 募 条 件の作 文で
す。自分の気持ちを決めら
れた文字数以内で伝えるた
めにどう表現するか何度も書き直しを
しました。
作文内容のチェックは父にも読んでも
らい、自分の言いたいことが伝わって
いるかを確認してもらいました。

留学については出発の1年くらい前
から、国の選定や学校選びなどの
下調べをスタートしました。応募す
る奨学金書類の準備等は半年前く
らいからです。下調べの段階で目
的・目標をじっくり考えることに力を注ぎまし
た。目的を明確にしてから一気に動き出した
ので、留学動機等の書類はスムーズに作成す
ることが出来きました。また、県の奨学金だ
けでなく、JASSOからの奨学金も月に8万円
いただけたので、生活費に充てていました。

教えて！セン
パイ 奨学金獲得のために力を入れたこと

留学先

詳しい応募方法 検索検索

他奨学金情報 他にも自分に合う奨学金を探してみよう！！ 学校でも相談してみよう！

●トビタテ！ 留学 JAPAN ●（独）日本学生支援機構（JASSO）

FM NACK５高校生海外スポーツ研修プログラム
株式会社FM NACK５がスポンサーとなり、高校生を対象に行うスポーツ研修です。様々なスポーツトレーニングを通じて運動能力の向上
やリーダーシップ育成を目指すとともに、現地の高校を訪問し高校生との交流も行います。（H29）

世界で活躍するリーダーを育成するため県立高校生を海外大学等へ
派遣するとともに、国内で講演会等を実施しています。（H29）
問合せ先：埼玉県 高校教育指導課（TEL：048-830-6771）

埼玉県では、姉妹友好州省への奨学生派遣事業を行っています。

他
に
も…

奨
学
金

以
外
に
も

検索検索

Mさんカナダ 高 留学先 Kさんドイツ 協

申 請 できる奨 学 金をイン
ターネットで探していて「埼
玉発世界行き」の奨学金を
知りました。申請書提出期
限の2週間前に準備をしま
した。
特に力を入れたのは申請書と小論文
です。面接対応は書類が通った後にし
ました。小論文は、大学院の申請書類
を見ていただいていた方に意見をもら
いました。

留学先 R さんイギリス 学

❖「埼玉発世界行き」奨学金
県の補助金と県民の皆様からの寄付により設置した

「埼玉グローバル人材活躍基金」により（公財）埼玉
県国際交流協会が運営する給付型の奨学金です。

高校在学中の3か月以上の留学（学校長の許可が必要）を対象
●高校生留学コース●高校生留学コース

埼玉県の産業と文化の振興に貢献する高い志を持ち、１か月以上留学等の
海外体験をするとともに、県内企業でインターンシップ等を行う方が対象

●地域活躍コース●地域活躍コース

過去の状況と最新情報はコチラでチェック 留学生支援　奨学金　GGS

埼玉県　留学ローン

埼玉県姉妹友好州省　奨学生

検索検索

埼玉県では、志の高い海外留学を目指す若者を対象として「埼玉発世界行き」奨学金をはじめ
様々な留学支援を行っています。

「埼玉県姉妹友好州省　奨学生派遣事業」 「グローバルリーダー育成プロジェクト」

http://www.tobitate.mext.go.jp/ http://ryugaku.jasso.go.jp/

10人　100万円／１人あたり

50人　  20万円／１人あたり

30人  　50万円／１人あたり

プログラム：大学院で修士号取得
●留学費用（約500万円）

…約150万円生 活 費
…約350万円
　授業助手などで学費減免措置を受けましたが、そ
れでもアメリカの大学は学費が高いと感じます。
私は授業助手をしてお給料をもらっていました。

学 費

留学先：アメリカ 期間：2年3か月

約140万円（学費：約10万円　生活費：約130万円）
JASSOの奨学金を毎月８万円受けていたので生活費はそれで賄えまし
た。家賃はシェアハウスで毎月３万円くらい。また、ドイツはとても学費が
安く、かつ学費の中にゼメスターチケット代（一定の地区のバス・電車乗
り放題）も含まれているので移動費がほぼかからないことも非常にあり
がたかったです。

高校の時にドイツに11か月交換留学をしまし
た。それがきっかけで大学へ進学し再びドイツ
へ留学したいと考え、大学ではドイツ語学科に
入学しました。留学先の学校選びは所属大学
の協定先の中から以前留学した地域にある大
学を選択しました。語学の習得だけではなく、
日本の所属大学では専攻出来ない心理学を留
学中に学ぶことも留学の目的でした。

やはり留学では、言語の壁だけではなく、慣れない環境にも苦労しました。
特に高校の時に初めてドイツへ留学した時は、何軒かお世話になったホスト
ファミリーの中でも、１番初めのホストファミリーとは衝突した時期があり
ました。それでも、前向きによく話し合うことや気持ちを伝えることで今で
はどの家族よりも連絡を取り合い、大学留学の際にも一緒に旅行に出かけ
るような、私にとっては第２の家族となっています。
大学留学では、ドイツ語と英語の２言語の習
得に苦戦しました。授業の際に毎回英語のテ
キストを大量に読み込んでいく必要があった
り、ルームメイトとの会話は英語が多かった
からです。そんな時、留学先の大学が紹介して
くれた「タンデム」というシステムがとても役
に立ちました。このシステムはドイツ語と日
本語を相互に学びたいもの同士を引き合わ
せてくれ、語学を学びあえるシステムです。留
学で語学の壁は必ず立ちはだかります。ただ、留学を実際経験してみると言
語は現地でこそ修得出来るものだと感じました。

良かったところと苦労したところ

「高校と大学で２回ドイツへ留学！」

★先輩体験談：上野　梓さん
　留学先：ドイツ ミュンスター大学　1年間 Ｈ28●

留学費用（おおよそ）

留学先を決めた理由

教えて！セン
パイ 留 学 体 験 談

プログラム：在学高校の留学プログラムを利用
●留学費用（約250万円）

…約175万
（ホームステイ代・サマーキャンプ代・渡航費等含む）

生 活 費

…約75万円
留学先の国の物価によると思いますが、私の場合
はお小遣いとして月15,000円ほど使っていました。

学 費

留学先：カナダ 期間：1年

プログラム：所属大学の協定校の中で学内選考に応募
●留学費用（約150万円）

…約150万円（寮費・交際費・渡航費等含む）生 活 費
学 費

留学先：シンガポール 期間：1年（2セメスター）

プログラム：大学院で修士号取得
●留学費用（約400万円）

…約100万円（自炊中心でかなり節約をしました。）生 活 費
…約300万円（寮費含む）
　他国の修士号に比べて期間が1年と短く、密度の
濃い短期集中型。学費を抑えられることやキャリ
アブランクを少なくできるメリットがあります。

学 費

留学先：イギリス 期間：1年

…交換留学なので日本の大学の学費のみ。（私の留学
した大学だと正規留学では2セメスター約68万円かかります）
シンガポールは他の東南アジアの国々に比べて感染の危険性はほ
とんどありませんが、予防接種の費用が高いです。念の為日本での
接種をお勧めします。

高校生の時の
ホストファミリーと

大学留学の
ミュンスターの街並み

約70万円（寮費含む生活費のみ）※約６年前の物価
私はダブルディグリー制度（日本の在籍大学と留学先の大学の両方の学
位を取得すること）による留学でしたが、交換留学と同じ扱いだったの
で、日本の大学へのみ学費を支払っていました。
留学先で使う教科書は、20元～30元（日本円で400円程度）だったので
日本の大学で使うテキストよりは格段に安かったです。

元々中国語を勉強していたのと、急速に発展する
隣国中国について、特に自分の専門である政治・
経済をもっと学びたいと考え、留学を決めました。
そしてせっかく留学するならその国のトップク
ラスの学生と机を並べ彼らの考えを知ってみた
い、そう考えて北京大学国際関係学院への留
学を決めました。

どこの国への留学でも言えることだと思いますが、「百聞は一見に如か
ず」を実感することばかりでした。中国というと、とかく「反日」のイメー
ジが付きまといますが、実際に中国の人々と話していると、皆さん日本に
興味津々で、クラスメートだけでなく街で知り合った人々も、私が日本人
と分かるやいなや、日本について良い意味で質問攻めにしてきます。
歴史や領土等、政治的な問題を含む話題に話が及ぶこともあったのです
が、お互い腹を割り、個人としての考えを交
換することで、中国の方々の考えを知る良
い機会となりました。
イメージだけで、その国や人々について語る
のではなく実際に面と向かって相手と対話
することがいかに重要かを学ぶことができ
た経験でした。またそれと同時に、自国で
ある日本のことについてもっと知る必要が
あると痛感したのも、留学先でたくさんの人
との出会いがあったからだと思います。
現在仕事で国際文化交流に関わっておりますが、留学中に学び考えたこ
とは、日々の業務に活きていると実感しています。

良かったところと苦労したところ

「百聞は一見に如かず！隣国中国で政治・経済を学ぶ！」

★先輩体験談：大内　洸太さん
留学先：中国　北京大学国際関係学院　1年間　Ｈ23●

留学費用（おおよそ）

留学先を決めた理由

北京大学前

北京大学の構内にある
未名湖と博雅塔

学 協

Jさん　Ｈ24  学

Aさん　Ｈ28  協

Mさん　Ｈ28  高Rさん　Ｈ25  学

埼玉県の主な奨学金制度
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留学体験談 マンガ 島田  康
こうへい

平さん （H28 協 ）の場合

7



8



「埼玉発世界行き」奨学金
世界で活躍できる「グローバル人
材」を育成するため、志の高い、海外
留学を目指す若者を対象とした給
付型の奨学金です。 

インターンシップ
「埼玉発世界行き」奨学生や県内大
学に通う外国人留学生などのグ
ローバル人材を対象として、県内グ
ローバル企業や国際関係機関での
インターンシップを実施しています。 

グローバル人材育成センター埼玉（GGS）は、埼玉から世界を舞台に活躍し、さらに企業の即戦力とな
る人材を育成する拠点です。「埼玉発世界行き」奨学金による留学支援から、帰国後の就職支援まで、
グローバル人材の皆さんをトータルにサポートします。

就職面接会
留学経験のある日本人学生や外国
人留学生を対象とし、県内企業との
就職面接会を開催しています。 

TwitterFacebook
https://www.facebook.com/
ggsaitama/

就職マッチング & フォローアップシス
テムはグローバル人材を求める県内
企業と学生をつなぐ、就職マッチング
サイトです。 採用情報をチェック& エ
ントリーして、就職を目指しましょう。 

留学生&企業人
交流イベント

留学経験のある日本人学生や外国
人留学生と県内企業がスポーツ等
を通じ交流を深める機会を提供し
ています。 

留学・就職活動のイベントや国際交
流に関する情報をメールマガジンで
毎月お届けします。 

グローバル人材
埼玉ネットワーク

GGSのほか
にも…

埼玉県では県内企業の協力のもと、海外インターンシップ参加学生の募集を行っています。
埼玉県海外インターンシップ促進事業

検索検索埼玉県　海外インターンシップ

SNSもチェック

こちらから登録を→

まずは登録を→

https://twitter.com/saitama_ggs

無料職業紹介

グローバル人材育成センター埼玉とは？
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私たちの会社は、風通しも良くチャレンジすることを応援する体制があるので、2年目3年目でも、仕事を任せ
ることで成長している社員が沢山います。
社会に出て、すぐに学校で研究していたことが役立つとは限りません。ただ、研究の目標達成を味わい、そのプ
ロセスを知っている事は入社してからその先を大きく左右します。
自由な時間がある学生時代だからこそ、何でもいいので自分を高められるような経験を沢山してほしいと感じ
ます。結果的にそれが自己PRへつながると思います。

語学力だけでなくコミュニケーション能力があると感じます。それだけでなく、アグレッシブに問題意識を持って物事に取り
組むことが出来る点は留学経験者ならではの強みだと思います。自分を高めようとチャレンジして留学し、海外で生活すると
いう苦労を乗り越えた精神的強さは、仕事をする上でどんな職種に就いたとしても活かされる事だと思います。
海外渡航へのハードルが下がっている今、留学経験者は非常に多くなっていると感じます。だからこそ、留学すること、語学を
習得することだけが目的の留学ではなく、自分を磨く為の目標を明確に持って留学にチャレンジするということが大切だと感じています。

県内総生産（名目）は約20.9兆円（平成26年度県民経済計算）で、全国5
位の経済規模。平成15年度から平成25年度までの県内総生産の増加額
と全国シェアの増加ポイントは、ともに愛知県に次ぐ第2位です。

埼玉県の人口は7,266,534人（平成27年国勢調査）で全国5
位。平成22年から平成27年の人口増加率は、沖縄県、東京都に
次ぐ第3位です。

人事担当者に聞く「求める人材」!

企業本社　転入超過数　全国第1位

経済規模　全国第5位人口　全国第5位

平成18年から平成27年の10年間に他の都道府県から埼玉県に本社を移した転入企業
数から転出した企業数を引いた転入超過数は927社で全国1位です。
（帝国データバンク「埼玉県・本店移転企業調査」）

全国ランキング

埼玉県内には、東北道、関越道、常磐道、外環道、圏央道、首都高速の6つの高速道路が
通っています！
鉄道も県庁がある浦和駅へは、東京駅や新宿駅から25分と都内からのアクセスも抜群！
大宮駅は、東北・北海道、秋田、山形、上越、北陸各新幹線のすべての列車が停車するなど、
東日本の交通の要衝となっています！

東北道

常磐道常磐道首都高首都高

圏央道

関越道

首
都
高

外
環
道

熊谷
久喜

池袋
浅草

春日部

浦和

大宮

浦和

大宮

所沢

川越

秩父

上野
東京新宿

武蔵野線

高崎線
宇都宮線

アメリカの大学院へ留学をして、タムロンへ入社しました。始めは調達部に配属され、現在は特機営業三課に所属し
ております。業務としては、ヨーロッパの企業からテレビ会議システムのカメラモジュールのオーダーメードの依頼
を受けて、エンジニアと依頼者の間での調整役を担いながら、納品までを担当しています。
留学先で習得できる語学力というのは、あくまで社会に出てからのツールでしかなく、留学の本質は、自分が何をし
たくて何が出来るのかということを見極める期間だと思っています。就職して働き始めは、多少なりとも思い描いて
いたものとのギャップがあると思います。だからこそ会社が好きかどうか、自分の好きなことに携われているかどうかという基準を持って就
職活動をすることが大切だと思います。そうすることで、社会に出てからも目的を失うことなく、ステップアップもできると思うからです。

社内外問わず、壁を作らないオープンな人が多いと感じます。語学の壁を乗り越えて自らの目標・目的を達
成できるよう努力した結果として、精神的強さを身に付けられている人が多いのではないでしょうか。結果
的にそれは社会に出てからの打たれ強さにつながっていると思います。
当社の海外での売り上げシェアは全体の約7割を占めます。その為、取引先だけでなく市場全体が海外へ広
がっているので英語は今後ますます仕事をするうえで必須となる見込みです。私自身、情報をスピーディーに得るためにも英語力の必要性
を感じ、現在自主的に勉強をしています。ただ、仕事をしながらの語学習得はやはり大変です。年齢とともに覚えるスピードも遅くなります
し。やはり語学の習得に関しては早いに越したことがないと実感しています。

株式会社タムロン https://www.tamron.co.jp/

会 社 概 要 求める人材一眼レフ交換レンズで世界的に展開する光学機器メーカーです。

会 社 概 要 自社で開発・生産を一貫し、車の重要な役割を担う製品を作り続ける「モノづくり」の会社です。

求める人材 グローバル企業であるCKの核となる人材。具体的には3つの要素を設定しています。
①CHALLENGE：リスクを恐れず、新たな価値のため情熱をもって前向きに挑める人　②DIVERSITY：多様な価
値観を尊重し、己と他の価値観を融合させシナジーを生み出せる人　③LEARNING：常に好奇心を持ち、高みを
目指し学ぶことで自ら成長できる人

自ら考え発信力のある人。

充実した交通網で快適アクセス

留学経験者を採用した感想（人事担当：佐伯さん）

留学経験者を採用した感想（人事担当：中室さん）

就職活動をする皆さんへのメッセージ

働く先輩の声（特機営業三課：片川さん）

カルソニックカンセイ株式会社 https://www.calsonickansei.co.jp/

埼玉県で働こう！
魅力埼玉県の とは！？
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教えて

先輩 「夢を掴んだ先輩」からこれから留学する後輩にメッセージ

中学生の時にアメリカへホームステイをしたのが初めての海外経験です。その後、大学１年時に語学留学でカナダへ、そし
て3年時に、交換留学で再びアメリカへ行きました。また、ミャンマーへのスタディツアーに参加したこともあります。大学
を卒業し社会人を経験した後に、イギリスの大学院で勉強するために、県からの奨学金を受給しました。小学生の頃に、メ
ディアから伝えられる世界の紛争のニュースがきっかけで世界平和について考えるようになり、国連の役割に興味を持ち
ました。そして、国連の組織で働くためにはどうすればよいかを調べ、その目標実現の近道となる大学に入学し、語学を磨
き、国際関係だけでなく、さまざまな知識を習得する努力をしながら、大学生活を送っていました。ミャンマーで途上国の
教育環境を目の当たりにして以来、教育の支援に携わりたいと考えるようになりました。大学院では国際教育開発学の専
門知識を身につけ、ユネスコバンコク事務所でインターンをして経験を積んだことが、今の仕事につながったと思います。
常に目標達成のためには今何をするべきか、という視点で学生時代や社会人時代を過ごし、留学中にネットワークを広げ
ることが出来たことが留学での大きな収穫だと感じています。

留学経験について

国連大学サステイナビリティ高等研究所　ESDプログラム　プログラムアソシエイト

今、目標や夢がある人はぜひそれを追い続けてほしいと思います。どんなにつらいと思っても諦めないことが大切だと伝
えたいです。それに向かって努力し続ければ必ずチャンスが訪れて、叶えられると信じています。もし目標を探しているの
でしたら、まずは好きなものを見つけることでもよいと思います。
また、私の携わっている国際開発の仕事はネットワークから情報が入ってくることもたくさんありますので、人とのつなが
りはとても大切ですね。

メッセージ

自分にとっては留学中で得られた4つのことが挙げられると思います。
語学力　大学院での授業はディスカッションがメイン。社会人経験のある留学生が殆どだったので、実務で使う英語を
ディスカッションを通して身に付けることができました。日本で仕事をしている時は語学力を磨き、国際感覚を身に付ける
ように心掛けていました。
行動力　留学中は生活基盤を整えるのも自分次第です。例えば携帯電話を契約するのも、すべての交渉が英語なのでひと
苦労。また、授業でわからないことを聞きに教授のオフィスを訪ねることで、他のたくさんの情報も教えてもらえたり。「自
分が行動したものだけしか手に入らない」環境に身を置く経験を通して、行動力を身に付けることにつながったと思います。
ネットワーク　大学院へ行く目的の一つとして、国際社会で活躍する方々とのネットワークを広げることも考えていまし
た。特に世界各地から集まったバックグラウンドの豊かな国際社会で働く仲間と出会えたのは留学での一番の収穫かもし
れません。今でも連絡を取り合い、自分たちの仕事で取り組んでいることや国際開発の最新の情勢などの情報交換をする
こともあり、現在でも仲間から多くのことを学ばせてもらっていると感じます。
考える力　留学先では、自分で研究計画を立て、研究方法を調べたり、文献を探し、論文を書き進めたりと、自分で考えな
がら進めるという力がつきました。これは社会に出てからの仕事の進め方と同様ではないでしょうか。留学する前と比べ
ると、よく考えるようになったと実感します。

留学経験はどのように社会の中で役立っていますか？

小さい頃からの憧れだった国連に関する仕事に就いて現在２年８か月目を迎えまし
た。国連大学の研究所にてESD（持続可能な開発のための教育）プログラムのプロ
グラムアソシエイトをしています。具体的には、ESDに取り組む地域や高等教育機関
のためのネットワークの事務局運営で、そのネットワークの国際会議や若手研究者・
実務者のリーダーシップ育成のための国際研修プログラムのコーディネートに従事
しています。参加者の募集や選考、宿泊先や交通手段の手配などの参加者へのサ
ポートだけでなく、会議プログラムの組み立てなど、海外の主催者との調整業務にも
携わっています。大学院で学んだ分野に仕事で関わることが出来ているので、非常
にやりがいを感じています。

現在の職業について

H25 ● 鈴木 涼子さん学
バックアップ！の県内大学

     芝浦工業大学    

P R

私立理工系単科大学で唯一、スーパーグローバル大学創成支援事業に採択。
豊富な海外研修をラインナップ。

海外留学実績

約 1,300 名（2017 年度見込。語学研修プログラム 500 名、
グローバル PBL500 名、インターンシップ、交換留学など 300 名）

サポートシステム

身近な海外渡航の例では、春と夏の休暇期間中に実施する海外語学研
修、さらにその英語力を使ったグローバルPBL（課題解決型学習）へ多く
の学生が参加しています。語学研修ではアメリカ、イギリス、オーストラリ
ア、そして、アジア各国で合計13の研修プログラムを実施しています。大
学３年生以上になると、語学力だけでなく、専門分野の知識が加わったグ
ローバルPBLを、同じ分野を専攻する海外協定校（100大学以上）の学生
たちと学ぶ機会が設けられています。また、海外からの留学生も年間800
名以上へと増加しており、学内にいても英語で交流のできるグローバル
ラーニングコモンズも設置されています。

◀豊洲キャンパス

大宮キャンパス▶

◀芝浦キャンパス

    東洋大学    

P R

グローバル人財育成に向けた充実の国際交流・教育プログラム。

海外留学実績

約 2,100 名もの学生が短期から長期まで様々な留学・海外研修プログラム
に参加しています！

サポートシステム

本学は、学生の皆さんがグローバル人財として活躍できるようサポートを充実していま
す。国際交流プログラムとして、夏季・春季休暇を利用した短期留学セミナーや1年間の
交換留学、また海外インターンシップ・ボランティアなど、多様なニーズに合った留学がで
きるよう支援しています。そのため海外とのネットワークを拡大、世界34ヶ国148大学等
と協定を締結しています。2017年度には2,100人以上の学生が海外に渡航し、素晴らし
い経験をしてきました。留学を強力に支援するため、他大学には類のない海外留学促進
奨学金制度（７～300万円給付）を用意しています。また、留学に必要な語学力を向上さ
せるため、ランゲージセンターでの無料個別ライティング指導、安価な値段で外国人講師
と毎日英会話ができる「＜キャンパス内留学＞」、各種語学試験対策講座など、各種プロ
グラムを充実させています。キャンパス内には外国人留学生と交流できるスペースを設置
しているので、学内で気軽に国際交流ができます。

▲ 川越キャンパス　

▲ 朝霞キャンパス　

スーパー
グローバル

大学

スーパー
グローバル

大学
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埼玉大学

      

P R

約40か国・地域、約120の海外の大学と
協定を結んでおり、多くの選択肢から留学
先を選択可能です！

海外留学実績

毎年、短期・長期留学含め、200名以上の
学生が海外へ渡航しています。

サポートシステム

留学先大学の授業料が免除され、留学先で取得した単位を卒業単位に認定することができる交換留学制度では、半年もしくは１年
間の交換留学が可能です。また、交換留学以外でも、多くの学生が、短期語学研修や海外の大学での研究活動、海外インターンシッ
プ等の活動に参加し、国際交流を図っています。国際室では、年間4回にわたり留学説明会を開催し、留学のノウハウや奨学金、語学
検定情報を共有したり、留学経験者によるパネルディスカッション等を通して、留学に不安を抱える学生への支援を行っています。

      
十文字学園女子大学

      

P R

海外の姉妹校や提携校に留学する短期・長
期の研修プログラムを用意しています。

海外留学実績

アメリカ・カナダ・イギリス・中国にある姉
妹校・友好校・提携校で学生の目的に応じ
た短期・長期海外プログラムや交換留学を
実施しています

本学では、海外の姉妹校・友好校・提携校との交換留学や長期留学プログラム、短期海外語学研修プログラムを実施しています。
各プログラムでは各自の語学レベルに合わせたコースを受講し、語学力の向上と異文化理解を目指します。長期留学プログラムで
は「海外協定大学派遣留学奨学金」や「ノーザンライツカレッジ奨学金留学」、「北京語言大学交換留学」の募集をしています。「短
期海外語学研修（英語・中国語）」では夏休みの約１か月を利用した現地プログラムを実施しています。

      
城西大学

      

P R

本学は、「Be a global challenger」を
スローガンに、グローバル人材の育成に力
を入れています。

海外留学実績

毎年、世界中の姉妹校へ年間100名以上
の学生がさまざまな長期・短期の留学プ
ログラムを経験しています。

サポートシステム

本学では、JEAP（Josai Education Abroad Program)という独自の海外教育プログラムがあり、本学に在籍しながら姉妹校
に長期留学し、休学や留年をせずに卒業することができます。また、夏休みや冬休みを利用した短期語学研修プログラムや、
各学部独自の研修制度など、多彩な留学プログラムがあります。さらに、学内にいる様々な国からの留学生と交流できる環境
も充実しています。

      
尚美学園大学

      

P R

充実した教育環境の中で、即戦力のエキス
パートを育成します。

海外留学実績

アメリカやニュージーランドへの短期・長
期留学を実施しています。

サポートシステム

2017年度はアメリカ・ポートランド州立大学への短期・長期研修を実施しました。長期研修では、留学先で取得した単位を本
学の単位として認定し、学科により留学期間を在学期間に算入することが可能です。短期研修では、ホームステイをしながら
語学を学び、アクティビティや体験学習を通じて文化に触れることができます。併せて卒業単位が４単位修得できます。

サポートシステム
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聖学院大学

      

P R

聖学院大学は、海外留学や学内の多くの
外国人留学生との交流も積極的に推奨し
ているので、グローバル世界で活躍するた
めの実体験が容易に積める大学です。

海外留学実績

アメリカ・カナダ・オーストラリア・フィン
ランド・韓国等にある12の提携校・認定校
に、提携校留学・海外研修を含め、毎年約
30名前後の学生が渡航しています。

サポートシステム

大学独自の海外研修・留学プログラムでは、語学力を磨きたい、専門分野を深めたい、異文化を学びたい、インターンシップ
をしたいなど、一人ひとりの目標に合わせた多彩なプログラムや学科企画によるプログラムを展開。留学に伴う奨学金制度も
充実しています。さらに単位認定が可能な春休み・夏休みを利用した約一ヶ月間の短期研修、学費免除・単位認定可で休学不
要な提携校への１学期または１年間の長期にわたる留学から選択できます。

      
東京電機大学

      

P R

東京電機大学は留学生を数多く受け入れ、
グローバルに活躍できる技術者を育成し
ています。

海外留学実績

語学・異文化体験のための海外研修が充
実しており、毎年100名を超える学生が海
外留学を経験しています。

サポートシステム

海外16カ国・地域の28大学１研究機関と協定を結び、共同研究や語学研修など国際交流、人材交流に力を注いでいます。交流
先もアメリカやイギリス、オーストラリアなどの英語圏だけでなく、中国や韓国、タイ、フィンランドやエストニアなど多岐
にわたります。より多くの学生に留学の機会を提供できるよう奨学金（給付・貸与）を用意しています。成績優秀で、海外の大
学で学位取得を希望する学生にも、特別に奨学金（給付）が支給されます。

      
獨協大学

      

P R

「語学の獨協」で語学力とコミュニケー
ション能力を磨き、世界へ飛び出そう。

海外留学実績

年間約300名の学生が留学プログラムに
参加。海外交換協定校15ヵ国・地域、43
大学に交換留学生を派遣しています。

サポートシステム

●留学フェア　各国大使館・文化団体の協力を得て毎年６月に開催。
●専門のスタッフが海外留学をサポート　ドイツ語、英語、フランス語、スペイン語、中国語、韓国語の各言語圏への留学経
験を持つスタッフが、きめ細やかに対応。

●長期留学（交換・認定）へのサポート 【授業料】授業料は本学または留学先のどちらか一方に納付。【奨学金】大学独自の奨学
金（年間24万円）を給付。【単位認定】留学先での単位を32単位まで本学で認定（4年間での卒業も可能）。【交換留学生対象の
補助制度】事前語学研修費（10万円）、留学後の語学試験受験料（全額）

      
大東文化大学

      

P R

大東文化大学ではアジアに軸足を置いた知
の実践に加え、世界で活躍する人材育成を
目的に「Daito Global」を展開しています。

海外留学実績

毎年、短期・長期留学含め約400名の生徒
が海外へと渡航しています

サポートシステム

アジアを中心に、北米やヨーロッパ地域の27か国に100校の協定校があります。それらの協定校と提携し、約３週間の短期か
ら１年の長期まで、多様なプログラムを準備しています。奨学金制度も充実しており、最大200万円を給付する奨学金もあり
ます。担当者は全員留学経験者で、経験を生かし、適切なアドバイス・相談を行っています。事前準備～出発～帰国まで、よ
りよい留学生活を送ってもらえるようサポートしています。

◀板橋
　キャンパス

▶東松山 
　キャンパス   
　５号館

14



グローバルキャンプ埼玉
埼玉県姉妹友好州省奨学生派遣事業
埼玉県　埼玉りそな銀行・武蔵野銀行・埼玉縣信用金庫
提携留学ローン

埼玉県国際課

「トビタテ！留学JAPAN日本代表プログラム」
他留学情報全般

文部科学省
トビタテ！
留学JAPAN

国・地域別、目的別留学情報
海外の公的な留学情報を収集できるウェブサイト情報
国内にある公的な情報提供機関・相談ウェブサイト情報

(独 )日本学生支援
機構(JASSO）
海外留学支援ページ

感染症の情報、渡航・滞在に際しての注意情報外務省
海外安全ホームページ

JICA関係者による世界各地の生活情報（独）国際協力機構　
JICA世界の様子

機 関名 サイト２次元コード 情報内容

「埼玉発世界行き」奨学金情報
グローバル人材向け就職情報
WEB版「埼玉発海外留学のすすめ」　
FM NACK5 高校生海外スポーツ研修プログラムなど

グローバル人材育成
センター埼玉（GGS）

安全で充実した留学を！！

      
日本薬科大学

      

P R

医療・健康・スポーツ産業で活躍が出来る
医療人を育成。

海外留学実績

台湾の大学やアメリカの大学、イギリスの
大学などに短期研修プログラムを実施。

サポートシステム

協定校：オックスフォード大学（英国）やケンブリッジ大学（英国）、ハワイ大学（米国）、デュケイン大学（米国）、中国医薬大学
（台湾）、台北医学大学（台湾）、UCSI大学（マレーシア）、コンケン大学（タイ）、モンゴル教育文化大学（モンゴル）など夏休みや
冬休みを利用した短期プログラムを実施。短期研修プログラムについては、研修留学費用一部補助の制度あり。事前説明会など説
明会を年間数回実施します。

      
埼玉県立大学

      

P R

保健医療福祉に関わる現象をグローバル
な視点で理解できる人材を育てます。

海外留学実績

香港理工大学、山西医科大学、チューリッ
ヒアプライドサイエンス大学、北京大学、ク
イーンズランド大学への短期留学を実施し
ています。

サポートシステム

協定校への短期留学は、すべて授業料を免除しています。また、一部の協定校への短期留学には本学の単位を付与しています。

      
立正大学

      

P R

立正大学は奨学金付プログラムで海外へ
のチャレンジを後押しします！

海外留学実績

イギリス、アメリカ、カナダ、ニュージーラ
ンド、オーストラリア、スペイン、韓国、台
湾、ベトナム、インドネシア等

サポートシステム

本学では指定した長期留学（交換・語学）と短期研修（語学研修、文化研修、海外ボランティア、海外インターンシップ等）の全ての
プログラムに対して奨学金を一部給付しています。また、本学の特徴としてハワイの日蓮宗寺院での短期研修も行っています。大学
内には留学生のサポート・交流を行うRIEA（立正大学学生国際交流会）があり、日本にいながら海外の文化に触れるチャンスがあ
ります。

埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」15
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留学に関する各種情報一覧
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埼玉発

海外留学のすすめ

TEL：048-833-2995　FAX：048-822-3808
E-mail：global@sia1.jp

http：//www.ggsaitama.jp/

グローバル人材育成センター埼玉（GGS）
＜（公財）埼玉県国際交流協会内＞

彩の国　　 埼玉県

常木鍍金工業株式会社

人 と 地 域 の 未 来 を 考 え る

私たちもグローバル人材を応援しています！ ＜GGS運営協議会　法人賛助会員＞H30.1.31現在

埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」

富士ゼロックス関東

saitama


