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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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ボランティア？

高校留学？

語学留学？

大学・大学院留学？

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
できない事？

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？

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。

国際機関への就職を目指し、修士号を取得するために
留学を決めました。留学中はキャリアセミナーなどに
足を運び人脈づくりにも努めました。

国、地方自治体、
民間の奨学金は調べた？

ロシアがITに強いことを知り、「ロシア×IT」は
将来役に立つと思い、ロシア語やITの勉強を
するために留学しました。

現地での生活を通してフランスの文化を
たくさん学び、留学後、大学レベルのフ
ランス語試験に合格しました。

企業、公的機関、大学などの奨
学金制度について情報収集に力
を入れました。

Ｍさん　R1 高

Kさん　H30  大

Nさん　H30  大

Ｏさん　H30 大

Tさん　H30 大 Mさん　H30 大

あなたの留学イメージは？

「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

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たちの
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

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】

小さい頃から海外に興味があり、留学機関の説明会に行き、留学を決意しました。また、説明会のパ
ンフレットを見て、自然豊かで人も優しいブラジルに行くことにしました。

きっかけ

留学の理由や、自分が将来どうしたいのかについて、自分の中で整理して明確にしておくことを心
掛けました。

準備で力を入れたこと

達成目標

思い出

「日本ではできないことをやる！」

最初は、現地の学校に馴染むことに苦労しました。文化的背景の違いに加え経済的背景
も違うクラスメイトもたくさんいて、クラスで1人になることもありました。しかし、ク
ラスメイトと一緒に歌ったり踊ったりすることで少しづつ輪の中に入ることができ、
バックグラウンドが違えども友情を築くことができると知りました。ホストファミリーや学校のクラスメイトなどと過ごすたわい
のない日々が1番楽しかったですが、特にブラジルは南半球なので夏のクリスマスは思い出深いです。家族でクリスマスディナーを
したり、プレゼント交換で盛り上がったり、家族愛に溢れた幸せな時間を過ごすことができました。

「日本ではできないことをやる！」
現地の言葉をできるだけ早くマスターし、留学先の国だからできるボランティア活動
をすることを目標にしました。
留学中、現地コーチにご協力いただき、週に一度現地の子供たちに無料でテニスを教え
るボランティアをしました。初めは生徒が2人しかおらず、私のポルトガル語力の低さ
もあり、なかなか上手くいかないこともありましたが、ご家族がレッスンを手伝ってく
れたり、ラケット代にと寄付を下さる方もいて、ついには20人以上の生徒がレッスン
に来てくれるようになりました。この経験を通じ、人の繋がりの素晴らしさを知り、改
めてブラジル人は温かい人々だなと感じました。

★先輩体験談：山岡　美貴さん【留学先：ブラジル　パドレ・ウェマー高校】Ｈ30高
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先輩 留学体験談「私の目的」
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いざという時に、痛みの種類や
薬の名前などを伝えられるように、
病気に関する用語は出発前から

調べておいたほうが
いいと思いました。

・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

留学できるよう
普段の授業に励み、

成績を上げる努力をしました。

天候は1週間前
から注意して

チェックしておこう

留学先の政府からの
奨学金で毎月の現金と

ミールクーポンの支給、寮の費用も
無料になることを事前に

確認したので、受給できるように
準備をしました。

英語圏ではない
国への留学に備えて

本を購入して語学を勉強したり、
先輩に現地の様子を質問するなど

事前準備をしました。

自分の留学の目的や
留学後のビジョンを見極めて、
それに合う冠奨学金のコースを
見つけ、その寄附企業のことを

調べました。

ホームステイを選んだので、
海外の生活に

挑戦することができました。
現地ならではのチップの

習慣やマナーなどを学べました。

思いのほか、渡航費や保険、
予防接種などに

お金がかかりました。
国によっても違うので前もって
確認しておくといいよ。

Yさん　H30 高

Sさん　H30 大 Yさん　H30 大

Tさん　R1 大

Sさん　H30 大

Sさん　H30 大

Sさん　R1 高

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

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

プログラム：在籍高校の姉妹校への交換留学制度を利用
●留学費用　約280万円

…約160万円
　（ホームステイ費用・サマースクール費用・その他保険
やアクティビティ費用等）

生 活 費

…約120万円
生活費は渡航前にエージェントに振り込みました。

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

Tさん　Ｈ30  大

プログラム：在籍大学での交換留学プログラムを利用
●留学費用　約100万円

…約70万円生 活 費
学 費

留学先：ベトナム 期間：1年

…交換留学なので日本の大学の学費のみ
　その他経費：約30万円
　渡航費や保険、予防接種代が思いの外かかりました。

Kさん　Ｈ30  大

Sさん　H30 大 Tさん　R1 高

約130万円（学費：0円　渡航費・滞在費等：130万円）
交換留学だったので学費はかかりませんでした。その他、留学前に支払っ
た保険料や渡航費などすべて含めて130万円くらいです。
生活費や食費として毎月ホストファミリーに3万円程度支払っていました。
その他は、友達と出かけたりした時の食費や交通費、自分の身の回りの
物など、毎月3千円程度支出しました。

良かったところと苦労したところ

「高校生の時にタイに交換留学へ！」

★先輩体験談：佐々城　茉那さん
留学先：タイ　カセサート大学附属高等学校　10か月 R1●

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

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術都市で、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

「アメリカの学術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

マサチューセッツ大学ボストン校

修了式（左は校長先生）の写真

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

以前から海外で学ぶことに興味がありました。
また、自分の通っていた高校にタイからの交換
留学生が来ており、仲良くなったことからタイへ
の留学を決めました。
毎年私が通っている高校ではインドネシアや
フィリピンなどの高校との交換留学制度があ
り、それを希望し校内での面接や書類審査など
を経て交換留学生となりました。タイへの留学は私の年が初めてでした。

できるだけ多くの友達を作ること、日常会話レ
ベルの語学力を身に付けることなどを留学の
目標にしました。
薬を日本からたくさん持って行ったり、きちん
とした海外保険に加入するなどの準備をしま
したが、留学中に体調が悪くなってしまい、医
者の前で症状を詳しく伝えなければならなく
なって困りました。
病気（痛みの種類や薬の名前など）に関する用語だけは、出発前に覚えたり調
べたりしてすぐ言えるようにしておいた方がよいと思います。
留学してよかったと思うことは、10か月間のタイでの生活を経てかけがえのな
い友達や先生、家族ができたことです。新型コロナウイルスの流行により緊急
帰国する案も出ましたが、予定されていた10か月間最後まで快く面倒をみてく
ださったホストファミリーや留学先の学校には感謝しかありません。最後には
ソーシャルディスタンスやマスクの着用をしながらも留学の修了式を開いてい
ただいたことは、ずっと忘れないと思います。

ホストファミリーの写真

高
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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

プログラム：在籍高校の姉妹校への交換留学制度を利用
●留学費用　約280万円

…約160万円
　（ホームステイ費用・サマースクール費用・その他保険
やアクティビティ費用等）

生 活 費

…約120万円
生活費は渡航前にエージェントに振り込みました。

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

Tさん　Ｈ30  大

プログラム：在籍大学での交換留学プログラムを利用
●留学費用　約100万円

…約70万円生 活 費
学 費

留学先：ベトナム 期間：1年

…交換留学なので日本の大学の学費のみ
　その他経費：約30万円
　渡航費や保険、予防接種代が思いの外かかりました。

Kさん　Ｈ30  大

Sさん　H30 大 Tさん　R1 高

約130万円（学費：0円　渡航費・滞在費等：130万円）
交換留学だったので学費はかかりませんでした。その他、留学前に支払っ
た保険料や渡航費などすべて含めて130万円くらいです。
生活費や食費として毎月ホストファミリーに3万円程度支払っていました。
その他は、友達と出かけたりした時の食費や交通費、自分の身の回りの
物など、毎月3千円程度支出しました。

良かったところと苦労したところ

「高校生の時にタイに交換留学へ！」

★先輩体験談：佐々城　茉那さん
留学先：タイ　カセサート大学附属高等学校　10か月 R1●

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

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術都市で、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

「アメリカの学術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

マサチューセッツ大学ボストン校

修了式（左は校長先生）の写真

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

以前から海外で学ぶことに興味がありました。
また、自分の通っていた高校にタイからの交換
留学生が来ており、仲良くなったことからタイへ
の留学を決めました。
毎年私が通っている高校ではインドネシアや
フィリピンなどの高校との交換留学制度があ
り、それを希望し校内での面接や書類審査など
を経て交換留学生となりました。タイへの留学は私の年が初めてでした。

できるだけ多くの友達を作ること、日常会話レ
ベルの語学力を身に付けることなどを留学の
目標にしました。
薬を日本からたくさん持って行ったり、きちん
とした海外保険に加入するなどの準備をしま
したが、留学中に体調が悪くなってしまい、医
者の前で症状を詳しく伝えなければならなく
なって困りました。
病気（痛みの種類や薬の名前など）に関する用語だけは、出発前に覚えたり調
べたりしてすぐ言えるようにしておいた方がよいと思います。
留学してよかったと思うことは、10か月間のタイでの生活を経てかけがえのな
い友達や先生、家族ができたことです。新型コロナウイルスの流行により緊急
帰国する案も出ましたが、予定されていた10か月間最後まで快く面倒をみてく
ださったホストファミリーや留学先の学校には感謝しかありません。最後には
ソーシャルディスタンスやマスクの着用をしながらも留学の修了式を開いてい
ただいたことは、ずっと忘れないと思います。

ホストファミリーの写真

高

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 ご寄附いただ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）

奨
学
金

以
外
に
も

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」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

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

埼玉県では、姉妹友好州省への奨学生派遣事業を行っています。

「埼玉県姉妹友好州省　奨学生派遣事業」

詳しい応募方法 検索検索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

（令和3年度現在）

他
に
も…

埼玉県の主な奨学金制度

「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。 

「埼玉発世界行き」
奨学生同窓会等交流会

元奨学生と現役奨学生との交流を
深める機会を提供しています。

SNSもチェック

まずは登録を→

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

こちらから登録を→

https://twitter.com/
saitama_ggs

無料職業紹介無料職業紹介

LINE
@739whdad
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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 ご寄附いただ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）

奨
学
金

以
外
に
も

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」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

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

埼玉県では、姉妹友好州省への奨学生派遣事業を行っています。

「埼玉県姉妹友好州省　奨学生派遣事業」

詳しい応募方法 検索検索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

（令和3年度現在）

他
に
も…

「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。 

「埼玉発世界行き」
奨学生同窓会等交流会

元奨学生と現役奨学生との交流を
深める機会を提供しています。

SNSもチェック

まずは登録を→

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

こちらから登録を→

https://twitter.com/
saitama_ggs

無料職業紹介無料職業紹介

LINE
@739whdad

グローバル人材育成センター埼玉とは？
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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
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就職活動では様々な会社を訪れ、その会社の雰囲気や業界の将来性などの情報を得ることをお勧めします。訪問先で働くイメージを持った上
で、自分にはどのような仕事が向いているのか、将来のキャリアプランはどうしたいかなど、自己分析すると良いでしょう。コロナ禍で留学経
験者は以前より減っていますが、在学中にはぜひ海外の文化に触れてほしいと思います。就職活動で留学経験をアピールできるだけでなく、
多様な文化と触れることで自身の視野が広がると思います。就職活動は辛いことや大変なこともたくさんあると思いますが、皆さんが学生生
活で培ってきた経験を強みに頑張ってください。ご自身に合った会社と皆さんが出会えるよう応援しております。その中で、数ある会社の中で
も、「エフテックで働きたい」と思ってくださった方はご応募お待ちしております。

エフテックでは日本人留学生や外国籍の方々が多数在籍しており、品質保証・環境マネジメント・開発・購買など幅
広い分野で活躍しています。留学生は語学力だけでなく異文化への理解が深く、多様な価値観に触れた経験があ
るため、非常に視野が広いと感じています。エフテックは世界10か国に18の拠点があります。各拠点のローカルス
タッフとのコミュニケーションが重要ですので、国内勤務でも語学・異文化理解スキルが求められ、留学経験が活
かせると思います。実際に、海外拠点のローカルスタッフと直接連絡を取り合ったり、海外の取引先と交渉したりし
ている留学経験者は貴重な存在として高い評価を受けています。入社後まずは日本で経験を積んでいただき、習
得した専門知識やスキルを活かして将来は海外で活躍していただくことを期待しています。

県内総生産（名目）は約23.4兆円（平成29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率は全国第3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
第5位。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

2019年までの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668社で全国1位です。
（帝国データバンク「令和2年埼玉県・本社移転企業調査」）

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！
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（日本のように空気を読むハイコンテクスト文化と言葉を重視する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（伊奈町） https://www.morita.com/jmtmc/ja/morita/

会 社 概 要 自動車部品及びそれに伴う金型、機械器具等の開発･製造･販売。

求める人材 英語や中国語などの語学が堪能で、コミュニケーション能力がある方。
自動車に興味があり海外でエフテックの製造を広めていくことに関心のある方。
チャレンジ精神があり、新しい分野に果敢に挑戦していける方。

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：飯野さん）

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

株式会社エフテック（久喜市） https://www.ftech.co.jp/

埼玉県で働こう！
魅力埼玉県の とは！？
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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
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バックアップ！の県内大学

埼玉大学
● PR
約50か国・地域、約170の海外の大学と協定を結んでおり、多くの海外協定校から留学
先を選択可能です！

● 海外留学実績
毎年、短期・長期留学含め、300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行っています。また、今年度よりオンラインでの留学相談を開始
し、留学に不安を抱える学生へのサポートをしています。

● 高校生に向けて一言メッセージ
高校生のみなさんにもわかりやすいように、大学ホームページ内の留学を希望される方向けの
ページをリニューアルしました。また、留学情報を発信するSNSも新たに開設しました。充実した
海外留学制度を生かして、埼玉大学から世界へ羽ばたきましょう！ Twitter Instagram

芝浦工業大学
● PR

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1,600名（2019年度実績。語学研修プログラム、グローバルPBL、イン
ターンシップ、交換留学などを含む）

● サポートシステム
春と夏の休暇期間中に実施する海外語学研修、グローバルPBL（Project Based 
Learning：課題解決型学習）や海外インターンシップへ多くの学生が参加しています。渡
航が困難となった2020年以降はオンラインによるプログラムが充実。アメリカ、ベトナ
ム、インドの協定校の語学研修、また、同じ分野を専攻する海外協定校（200校以上）の学生
たちと一緒に課題解決に取り組むグローバルPBLに参加する機会が設けられています。担
当教員や国際部、グローバルラーニングコモンズで留学の相談や体験談を聞くことがで
き、自分に合った留学先、留学スタイルをみつけることができます。
また、グローバルラーニングコモンズで実施する留学生との様々なイベントに参加するこ
とができ、キャンパス内でも国際交流ができます。

● 高校生に向けて一言メッセージ
海外研修に参加した先輩たちが世界を舞台に活躍中。芝浦工業大学は世界で活躍する技術者を育
成します！
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バックアップ！の県内大学

十文字学園女子大学
● PR

学生の可能性をさらに広げるため、本学では海外の協定校に留学する短期・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・タイなどにある協定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。

● サポートシステム
グローバル化する社会で活躍できる人材の育成を目指し、一人ひとりの目的や
目標に合わせた様々な国際プログラムを用意しています。

「海外協定大学派遣留学奨学金」、「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」などの長期プログラムの
他、「短期海外語学研修（英語・中国語）」、協定校とのプロジェクト企画・実施、フィールドワークを通じたPBL

（Project-Based Learning）型の異文化体験から学ぶ「ショートビジット・スタディツアー」などの短期プログラムを用意
しています。
また、海外に初めて渡航する学生でも安心して研修に臨めるよう「事前オリエンテーション」を実施し支援を行っています。

● 高校生に向けて一言メッセージ
海外研修プログラムでは、語学の習得だけでなく異文化交流も魅力のひとつ。現地での様々な体験は学生の視野を広げる一歩
となります。学生時代に是非チャレンジしてみてください。

尚美学園大学
● PR
国際交流を活発に展開し、実りあるネットワークづくりを推進していきます。

● 海外留学実績
アメリカやニュージーランドへの短期・長期留学を企画。近年参加者が増加しています。

● サポートシステム
2020年2月、アメリカ・ポートランド州立大学への短期(約1か月)語学研修を実施しました。
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異文
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。
長期研修では、日本語以外の言語を身につけられることはもちろんですが、さまざまな文化的
背景を持っている人々と知り合うことで、自分自身の視野が広がり、幅広い視点を受け入れら
れるようになります。

● 高校生に向けて一言メッセージ
語学は、あなたと相手をつなぐ架け橋となるものです。しかし、いくら立派な橋ができたとして
も、あなた自身が伝えたい内容がなければ、コミュニケーションは成立しません。幅広く知識を学
び、しっかりと自分の意見や考えを持つことで留学生活はより充実したものになるでしょう。

城西大学
● PR

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、年間150名程度の学生がさまざまな長期・短期プログラムで留学を経験して
います。(2021年度は新型コロナウイルス感染拡大により、プログラムを実施せず）

● 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。

● 高校生に向けて一言メッセージ
アフターコロナを見据え、ぜひ本学のJEAP留学システムを活用して在学中に長期留学を実現し、グローバルに活躍できる人
材を目指しましょう！！
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聖学院大学
● PR
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・台湾・韓国にある13の提携校・認定校で、交換留学や海
外研修プログラムを実施しています。また台湾の大学の学位も取得可能な、ダブルディグ
リープログラムもあります。

● 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（給付）も充実しています。約1週間～約１ヶ月間の短期研修、学費免除・単位認
定有りで休学不要な提携校への長期留学（１学期～1年間）の他、日本文化学科の
学生を対象に、台湾の大学との間でダブルディグリープログラムを設けていま
す。また、新型コロナウィルス感染症の影響により海外渡航が難しい場合は、短期
のオンライン留学プログラムを紹介しています。

● 高校生に向けて一言メッセージ
聖学院大学で異文化体験や留学という貴重な経験を通し、ぜひ自分の可能性を広げてください。

大東文化大学
● PR

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、短期及び長期含め年間約400名の学生が海外留学プログラムに参加しています。

● サポートシステム
世界27の国・地域の109大学と協定を結び、約3週間の短期プログラムから1年間の
長期プログラムまで、多様な海外留学制度を準備しています。奨学金制度も充実して
おり、各学科から選ばれた学生（各学科1～3名）に最大200万円を給付する海外留学
のための奨学金もあります。留学先での単位を本学で認定し、長期留学制度では海外
留学の１年間も含めて４年間での卒業も可能です。

● 高校生に向けて一言メッセージ
2019年4月に留学（英語）副専攻プログラムがスタートしました。海外留学のための
奨学金制度も充実していますので、大東文化大学から世界への扉を開きましょう！

東京電機大学
● PR
東京電機大学は、グローバルに活躍できる技術者育成を目指して、学生の海外留学を積極的
にサポートしています。

● 海外留学実績
毎年約100名の学生が海外留学を経験し、留学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、タイなど多岐にわたります。

● サポートシステム
海外17カ国・地域の39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。学内での留学説明会や留
学経験者による発表会、個別相談など、情報提供とサポート体制が充実し
ています。また、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）を用意しており、成績優秀者で海外の大学で単位取得を希望する
学生には、特別に奨学金（給付）が支給されます。

● 高校生に向けて一言メッセージ
東京電機大学は、長期留学に加えて、短期語学留学や異文化体験など多様な海外留学プログラムを提供しています。
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東洋大学
● PR
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（注：人は財産の意）

● 海外留学実績
例年、2,000名以上の学生が海外留学・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
学生の皆さんが卒業後グローバル人財として活躍できるよう、多様な支援を行っていま
す。海外留学・海外研修については、休暇中約1カ月間の語学セミナー、半年～1年間の長
期留学、海外インターンシップ・ボランティアなど、多彩なプログラムを用意していま
す。2022年2月末日現在、世界37の国と地域の232大学等と協定を締結しており、多
くの選択肢の中から留学先の国、大学等を選ぶことが可能です。また、海外留学促進奨学
金制度（7～300万円給付）をはじめとする本学独自の奨学金制度を整備し、留学や研修
参加時の経済的負担を軽減できるよう支援しています。例年2,000名以上の学生が海
外へ渡航し、日本では味わえない貴重な経験を積んできています。
また、キャンパス内での国際交流も盛んであり、外国人留学生との交流スペース、留学に
向けた語学力向上のための英語特別教育科目、個別ライティング指導、英会話講座、語学試験対策講座等も提供しています。

● 高校生に向けて一言メッセージ
東洋大学は、多彩な国際交流プログラムをはじめ、成長するための機会や支援が充実しています！

獨協大学
● PR

「語学の獨協」で、語学力とコミュニケーション能力を磨く。

● 海外留学実績
例年、年間300名以上の学生が留学プログラムに参加。
海外交換協定校16か国・地域、46大学に長期・短期留学生を派遣しています。

● サポートシステム
●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によるアドバイス。
●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（上限10万円）、留学後の語学試験受験料（全額）。
●キャンパス内でできる国際交流（ICZ（International Communication Zone)、GLOBAL FRONTIER）チャットルーム
や語学講座の開講とともに、諸外国の最新情報の提供やイベント、留学生等の交流を通じて異文化理解の促進をサポート。

● 高校生に向けて一言メッセージ
獨協大学は全ての学生が同じキャンパスで学ぶ“オールインキャンパス”。学部学科と国境を越えた学びで、世界と交流しよう！

日本薬科大学
● PR
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
33の海外の大学などと提携しており、アメリカ、イギリス、オーストラリア、台湾の大学へ
は、定期的に短期留学し、語学や薬学を学んでいます。また、協定校のオンライン・プログラ
ム(英語）にも参加しています。このほか、イタリア、韓国、中国、モンゴル、タイ、ベトナム、
マレーシア、フィリピン、インドネシアの大学とも提携しており、これらの国の提携校への
留学も可能です。韓国で、K-POPや韓国ドラマを学ぶコースもあります。夏休み、冬休みに
2週間ほどの留学が基本ですが、卒業研究として長期留学することもできます。また、海外
での薬局実習も可能です。くわしくは、日本薬科大学のホームページに掲載しています。

● サポートシステム
一定の条件を満たせば、海外留学を単位認定しています。留学に備えての英語の教育も行っ
ています。費用は、一部、補助が出る場合があります。GGSの奨学金も利用できます。留学に
当たっては、教員が同行しますので安心です。また、本学に短期留学する多様な国の提携校の学生との交流も行っています。

● 高校生に向けて一言メッセージ
海外での交流を通じて多様な考え方や個性が身につき、国際社会で活躍できる人材になりましょう！
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「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、奨学金情報
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」　

グローバル人材育成
センター埼玉（GGS）

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

この冊子の内容はWEB ページでも確認できます。
URL：https://www.ggsaitama.jp/susume/

安全で充実した留学を！！

立正大学
● PR

充実した奨学金制度で、海外留学を後押し！「モラリスト×エキスパート」を育成します。

● 海外留学実績
毎年100名以上が海外へ！留学・派遣先は、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、インドネシア等です。

● サポートシステム
・世界20か国・地域の69大学との協定を活かし、2週間の短期から1年間の

長期まで、また国内留学など、自分のスタイルに合わせた留学ができます。
・全てのプログラムに奨学金を給付しています！
・語学力向上を目指し、無料の英会話ラウンジやビジネス英語講座、TOEFL 

ITP®テスト対策講座など、各種英語講座も充実しています。
・留学生交流会（バスハイク等）や留学生支援サークルでの活動を通して、

キャンパスでの異文化交流も可能です。

● 高校生に向けて一言メッセージ
人生一度きり！立正大学のサポート制度を活用し、国際交流に挑戦してみま
しょう。海外での経験は、国際的視野を広げ、人生を充実させてくれます。

埼玉県立大学
● PR
保健・医療・福祉の分野で活躍するため、それら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。

● 高校生に向けて一言メッセージ
保健・医療・福祉の分野で活躍したいという意欲と情熱を持った皆さ
んをお待ちしています。

日本工業大学
● PR

実工学の理念にもとづく工学教育と先進的研究により、
ものづくりをリードするグローバル人材を養成します。

● 海外留学実績
・カナダのバンクーバーに位置するブリティッシュ・コロンビア大学（UBC）内の英語研修

所で、世界中から集まる学生たちと一緒になって、ディベート、プレゼンテーション、イン
タビューなどの実践的なアプローチを通して、多文化社会や環境問題などのテーマを学べ
るプログラムを実施しています。

・2019年度までは、上記とは異なる実践異文化理解教育プログラムもカナダにおいて実施
していました（2022年度以降、全く新しい留学プログラムの実施に向けて企画中です）。

● サポートシステム
・英語学習サポートセンターでは、常駐する外国人講師との実践的な英会話、海外研修、本センターが独自に開発したプ

ログラムなどを通して、本学の学生が卒業するまでに英語コミュニケーション能力を向上させ、異文化・多文化環境に
立ち向かう意識と能力を身に付けるための多様なプログラムを用意しています。

・本学では年に２回、学内でTOEIC IP（団体受験）を実施しており、数百名の学生が就職活動の一環として受験します。
英語学習サポートセンタースタッフが、小人数または個人に対し、TOEIC 対策などの指導を随時行っています。

● 高校生に向けて一言メッセージ
本学はものづくりに秀でるだけでなく、海外でも活躍できるエンジニアを養成する大学です。グローバ
ル化するものづくりの現場で活躍できるエンジニアを目指しましょう。
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「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、奨学金情報
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」　

グローバル人材育成
センター埼玉（GGS）

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

この冊子の内容はWEB ページでも確認できます。
URL：https://www.ggsaitama.jp/susume/

安全で充実した留学を！！

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

埼玉県マスコット「コバトン」「さいたまっち」

saitama

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＞

令和4年3月


