
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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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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