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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 大 ）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

現地での文学研究の状況を知りた
いと思ったこと、留学先の都市は文
学研究で知られていて、さらに交換
留学の協定校の中で、研究調査を行
いたい街にアクセスしやすいことも
決め手となりました。

外国語の能力がずば抜けている人と
の交流で、自分ももっと深く語学を
勉強したいと思ったことと、修士論
文のための資料調査を現地で行いた
いと考えたことから、留学を希望し
ました。

日本の大学で心理学を中心に学んでいたが、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！

Oさん　H28  高

Kさん　H30  大

Nさん　H30  大

Hさん　H28  大

Cさん　H28  大Wさん　H28  大

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！

大学では医学を学び、私は病院の中で産婦人科医師として働いていました。ただ、人の
健康は病院で完結するものではありません。そこで、病院の外の生活がいかに私達の健
康に影響を与えるかを学ぶため、ロンドン大学熱帯医学大学院とリバプール大学でそ
れぞれ1年間、公衆衛生学を専攻しました。留学前は日本での臨床経験しかありません
でしたが、この留学の経験で、海外での臨床経験をはじめとして、今後の研究に役立つ
ような視野がかなり広がったと感じています。

きっかけ・達成目標

この留学をきっかけに、実体験を積み重ねることでしか手に入らないものを得ました。
実際に世界の文化を見て、世界の人たちの声を聞いて、自分なりの世界観を確立できた
ように感じています。
留学後、欧州開発復興銀行に勤務し、銀行がお金を貸すことで、間接的にどれだけ人の
健康を守れるかを評価する仕事をしています。
現在は日本に来る移民に提供されている医療に興味を持ちはじめ、今後は移民の方へ
のケアを行う活動を考えています。

留学経験はどのように社会の中で役立っているか

留学する意義は、知識でも語学でもありません。それらはインターネットからいくらでも
学ぶことができます。皆さんはご両親や先生からたくさんの大切なことを教わってきた
と思います。でも、世界から見れば、それらは偏見に満ちたものかもしれません。真実はあ
なた自身で確かめて来てください。きっと更に面白いことがあなたを迎えてくれると思
います。

これから留学する後輩へメッセージ

「世界を自分の目で見て確かめる」

欧州開発復興銀行ロンドン本部にて

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】　

Ｈ30●大★先輩体験談：高野　恭平さん【留学先：ロンドン大学大学院＆リバプール大学】

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
で記載されるから注意してね。

・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！

Nさん　H28  高 Oさん　H28  高

Sさん　H28  大

Uさん　H28  大

Aさん　H28  大

Hさん　H28  大

Kさん　H28  大

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！

大学では医学を学び、私は病院の中で産婦人科医師として働いていました。ただ、人の
健康は病院で完結するものではありません。そこで、病院の外の生活がいかに私達の健
康に影響を与えるかを学ぶため、ロンドン大学熱帯医学大学院とリバプール大学でそ
れぞれ1年間、公衆衛生学を専攻しました。留学前は日本での臨床経験しかありません
でしたが、この留学の経験で、海外での臨床経験をはじめとして、今後の研究に役立つ
ような視野がかなり広がったと感じています。

きっかけ・達成目標

この留学をきっかけに、実体験を積み重ねることでしか手に入らないものを得ました。
実際に世界の文化を見て、世界の人たちの声を聞いて、自分なりの世界観を確立できた
ように感じています。
留学後、欧州開発復興銀行に勤務し、銀行がお金を貸すことで、間接的にどれだけ人の
健康を守れるかを評価する仕事をしています。
現在は日本に来る移民に提供されている医療に興味を持ちはじめ、今後は移民の方へ
のケアを行う活動を考えています。

留学経験はどのように社会の中で役立っているか

留学する意義は、知識でも語学でもありません。それらはインターネットからいくらでも
学ぶことができます。皆さんはご両親や先生からたくさんの大切なことを教わってきた
と思います。でも、世界から見れば、それらは偏見に満ちたものかもしれません。真実はあ
なた自身で確かめて来てください。きっと更に面白いことがあなたを迎えてくれると思
います。

これから留学する後輩へメッセージ

「世界を自分の目で見て確かめる」

欧州開発復興銀行ロンドン本部にて

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】　

Ｈ30●大★先輩体験談：高野　恭平さん【留学先：ロンドン大学大学院＆リバプール大学】

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
で記載されるから注意してね。

・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！

Nさん　H28  高 Oさん　H28  高

Sさん　H28  大

Uさん　H28  大

Aさん　H28  大

Hさん　H28  大

Kさん　H28  大

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：在籍大学の交換留学プログラムを利用して、単位を取得
●留学費用（340万円）

…250万円生 活 費
…15万円
（交換留学だったので、基本的には学費はかか
らず、施設利用費のみ）

学 費

留学先：アメリカ 期間：9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：在籍大学の交換留学プログラムを利用
●留学費用（約140万円）

…約2350ユーロ（約305,500円）生 活 費
…725ユーロ（約94,250円）
※1ユーロ＝130円で計算
※生活費・学費の他、交際費、旅行費、往復航空券
代、保険料などもかかっています

学 費

留学先：ドイツ 期間：1年

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

総額：340万円
生活費：250万円
学費：15万円

小学校四年生のときに通っていたイ
ンターナショナル・スクールのおか
げで英語が好きになり、自分自身
の得意科目にもなりました。だか
ら、大学に進学したときから、海外に留学することにとても興味がありまし
た。目的は、英語力上達と異文化交流です。アメリカを選んだ理由は私の専
攻がアメリカ研究で、主にアメリカの奴隷制度や移民政策の歴史を勉強し
ていたからです。また、ボストンはアメリカの中でも学業都市で、様々な人
種の人々がいて、幅広い知識を得ることができると思い、選びました。

毎年春に行われる、ボストン日本祭りに、運営側として参加できたことです。
ボストンでは毎年たくさんの日本食レストランや日本のお土産屋さんが集ま
り、現地の人々に日本文化を紹介するお祭りがあります。なかでも有名な
ラーメン屋さんの手伝いとして、会計をしたり、客引きなどをしたりしまし
た。日本を好きな人がたくさんいることに、とても感銘を受けました。
一番苦労したことは、1学期の授業でした。授業中英語は聞き取れること
ができても、いざ話すとなると文法があやふやだったり、伝えたいことが
うまく伝えられなかったりするときがありました。また、私だけグループの
輪から外されてしまう事もありました。しかし、少数の友達は私の拙い英
語でも耳を傾けてくれる人がいたので、その人と話していくなかで、自分自
身の英語にも少しずつ修正を入れることができました。

良かったところと苦労したところ

「アメリカの学業都市で幅広い知識を得る」

★先輩体験談：高桑　孝太郞さん
留学先：アメリカ マサチューセッツ大学ボストン校　9か月 Ｈ30●

留学費用（おおよそ）

留学先を決めた理由

大 大

Tさん　Ｈ30  大

Mさん　Ｈ28  高

マサチューセッツ大学ボストン校

ボストンで毎年9月下旬に行われているソフト
ボール大会での写真

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）

…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。

Aさん　Ｈ28  大

Kさん　Ｈ30  大

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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「埼玉県姉妹友好州省　奨学生派遣事業」

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。

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）

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 大

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 大

❖「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。

https://www.tobitate.mext.go.jp/ https://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：在籍大学の交換留学プログラムを利用して、単位を取得
●留学費用（340万円）

…250万円生 活 費
…15万円
（交換留学だったので、基本的には学費はかか
らず、施設利用費のみ）

学 費

留学先：アメリカ 期間：9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：在籍大学の交換留学プログラムを利用
●留学費用（約140万円）

…約2350ユーロ（約305,500円）生 活 費
…725ユーロ（約94,250円）
※1ユーロ＝130円で計算
※生活費・学費の他、交際費、旅行費、往復航空券
代、保険料などもかかっています

学 費

留学先：ドイツ 期間：1年

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

総額：340万円
生活費：250万円
学費：15万円

小学校四年生のときに通っていたイ
ンターナショナル・スクールのおか
げで英語が好きになり、自分自身
の得意科目にもなりました。だか
ら、大学に進学したときから、海外に留学することにとても興味がありまし
た。目的は、英語力上達と異文化交流です。アメリカを選んだ理由は私の専
攻がアメリカ研究で、主にアメリカの奴隷制度や移民政策の歴史を勉強し
ていたからです。また、ボストンはアメリカの中でも学業都市で、様々な人
種の人々がいて、幅広い知識を得ることができると思い、選びました。

毎年春に行われる、ボストン日本祭りに、運営側として参加できたことです。
ボストンでは毎年たくさんの日本食レストランや日本のお土産屋さんが集ま
り、現地の人々に日本文化を紹介するお祭りがあります。なかでも有名な
ラーメン屋さんの手伝いとして、会計をしたり、客引きなどをしたりしまし
た。日本を好きな人がたくさんいることに、とても感銘を受けました。
一番苦労したことは、1学期の授業でした。授業中英語は聞き取れること
ができても、いざ話すとなると文法があやふやだったり、伝えたいことが
うまく伝えられなかったりするときがありました。また、私だけグループの
輪から外されてしまう事もありました。しかし、少数の友達は私の拙い英
語でも耳を傾けてくれる人がいたので、その人と話していくなかで、自分自
身の英語にも少しずつ修正を入れることができました。

良かったところと苦労したところ

「アメリカの学業都市で幅広い知識を得る」

★先輩体験談：高桑　孝太郞さん
留学先：アメリカ マサチューセッツ大学ボストン校　9か月 Ｈ30●

留学費用（おおよそ）

留学先を決めた理由

大 大

Tさん　Ｈ30  大

Mさん　Ｈ28  高

マサチューセッツ大学ボストン校

ボストンで毎年9月下旬に行われているソフト
ボール大会での写真

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）

…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。

Aさん　Ｈ28  大

Kさん　Ｈ30  大

埼玉県の主な奨学金制度

6



留学体験談 マンガ 島田  康
こうへい

平さん （H28 大 ）の場合
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「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

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22.9兆円（2017年度県民経済計算）で、全国第
5位の経済規模。直近10年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7,339,288人（2019年国勢調査）で全国
第5位。直近10年の人口増加率は、東京都、沖縄県に次ぐ第
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

直近10年間に他の都道府県から埼玉県に本社を移した企業数から転出した企業数を
引いた転入超過数は743社で全国1位です。
（帝国データンバンク「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

留学をして語学を習得したその先の目標を具体的に設定することが大事だと思います。いつまでにどうなっ
ていたいかのキャリアプランが明確だと、日々やるべきことも見えてきて、会社に入ってからのパフォーマン
スにも差が出ます。そのためには自己分析をよくすること、目先の大企業のみに目を向けるのではなく、自分
が本当に何をしていきたいのか熟考して仕事を探してみるとよいと思います。

大学の交換留学制度を利用しアメリカに合計3年間留学後、縁あってモリタ東京製作所に入社しました。現
在は人事の仕事が中心ではあるものの、ＨＰの翻訳、英語の電話対応、外国人のデザイナーの通訳、海外資
材の仕様書の翻訳業務などにも携わっています。外国人デザイナーの通訳は、国によってコミュニケー
ションの取り方（ハイコンテクスト文化とローコンテクスト文化）が違うことを理解しながらやるように
しています。それによってミスコミュニケーションを無くし、設計部門がスムーズに業務をこなせるよう
にサポートしています。語学は単に喋れるだけではなく、異文化の背景を理解した上でのコミュニケーショ
ン能力が仕事では問われると思います。

株式会社モリタ東京製作所 https://www.morita.com/jmtmc/ja/morita/

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当社の核となる人材。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

会 社 概 要 歯科用医療機器の開発から販売までを一括して行うメーカーです。

求める人材 異文化コミュニケーション力のある人

充実した交通網で快適アクセス

働く先輩の声（経営企画部：小橋口さん）

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

就職活動をする皆さんへのメッセージ

マレリ株式会社 https://www.marelli-corporation.com/

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

もともと海外に興味があり、大学生のころに様々な国を訪れる中で、途上国の抱える社会課題の深刻さと共に、
その中でも力強く生きる子どもたちや若者にとても感銘を受けました。将来彼らと一緒に働いてみたいという思い
が芽生え、社会人経験を積んだ後に青年海外協力隊に参加しました。そこで日本の中学・高校にあたるレベルの
学校でコンピュータ教員として働き、途上国の若者にとっての教育の重要性を痛感しました。同時に自分の経験や
知識の少なさから効果的な活動を展開できなかった反省もあり、教育開発についてより専門的に学びたいと考えイ
ギリスの大学院への留学を決めました。留学生活は想像通りとても大変でした。とにかく課題が多く、当たり前
ですが全て英語なので、抽象的な話や理論などは理解するのに苦労しました。授業でもネイティブの学生の多い
グループに入ると話についていくのがやっとでした。それでも少しずつ知識が増えていくにつれて理解が深まって
いき、さらに現場での経験があったので次第に議論にも積極的に参加できるようになりました。論文ばかり読んで
現場が見えてこないフラストレーションもありましたが、修論の調査でウガンダを訪れた際には、現場の人々の顔
が見えて声が直接聞こえたことで、それまでの調査や学びが現実世界に繋がった感じがしました。もちろん気分
転換も重要で、様々な国籍の友人と美味しいものを食べに行ったり、イギリスではよくあるピクニックをしたりして、
リフレッシュするようにしていました。

留学経験について

特定非営利活動法人　難民を助ける会（AAR Japan）
海外支援事業部　ケニア事務所駐在員

私自身、留学で苦労した点や反省も多いので偉そうなことは言えませんが、なぜ留学するのか、何のために留学する
のかをもう一度よく考えてみた方が良いと思います。立ち返るべき原点とゴールを見失わないようにすれば、勉強が
忙しかったりうまく進まなくて辛くなったりしたときの支えになると思います。個人的には、「留学は絶対に楽しいか
らみんなした方が良い！」とは思いません。本当に目的次第だと思いますし、向き不向きもあると思います。留学は
目的ではなく手段のはずですが、ただ漠然と「留学したい」ということが目的になっている人は意外と多い気がします。
そんな方は、「なんで留学したいと思うのか」を突き詰めて考えてみるのが良いかと思います。それと学校とコース選
びはなるべく卒業生の方の話を直接聞くのが良いと思います。学校によってカリキュラムも違えば生徒数も違います
し、それによっては少人数で丁寧な指導を受けられる学校と、大人数のためにかなり独立して勉強する必要がある学
校などが出てきます。事前の情報収集は入念に行われるのが良いと思います。

これから留学する後輩へメッセージ

一番の収穫は何よりも自信と度胸がついたことだと思います。行ったことも無い、言葉も違う、知り合いもいない、
そんな国でゼロから生活を立ち上げて学校に通い卒業するためには、本当にたくさんのことを調べて考えて決めて行
動する必要があります。それをやりきったという経験は大きな自信に繋がっていると思います。言語に関しても、ま
だまだ勉強し続ける必要はありますが、とにかく伝わることが大事だということを学んだので、今では間違えること
を恐れずに誰とでも、多くの人の前でも、自信を持って話せるようになりました。また多彩なバックグラウンドを持つ
人々と繋がることができ、自分とは異なる考え方や価値観に触れることができたことも、視野を広げるうえで重要だっ
たと思います。これらは全て今のケニアでの仕事や生活にとても役立っていると実感しています。ただし専門知識に
関しては、もちろん増えたとは思いますが、仕事をしているとまだまだ足りないなと感じます。今後も学んだことの
振り返りや、実際の現場の状況に当てはめて考えていく必要があると思います。

留学経験はどのように社会の中で役立っているか

私は現在日本発の国際 NGOに所属し、ケニアのカクマ難民キャンプに駐在員として派遣されています。私の所属する
NGOではこれまで中等教育支援、コミュニティ開発プロジェクト等をカクマ難民キャンプで実施してきており、最近
では新しく ICTトレーニングの事業を始めるところです。駐在員としての業務は、プロジェクト策定のための調査・情
報収集、申請書作成、事業計画策定、職員採用・雇用管理、事業進捗管理、会計業務など多岐にわたります。日本人駐
在員が 2 人しかいないため、あらゆる業務をすべてこなす必要があり、それが苦労でもあり面白い部分でもあります。
また私はなるべく受益者の方々の近くで働きたかったので、いつでも学校やコミュニティを訪問でき、難民や受け入れ
地域のケニア人の方々の声が直接聞ける今の環境はとても理想的で毎日が充実しています。

現在の職業について

H29 ● 駒橋 冴季さん大

「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

機 関名 サイトQR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」　

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！！

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
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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

https：//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

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＞

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


