
特別教育プログラム

「Global Youth（GY）」
ガイダンス

令和4年度

－最後にアンケートがありますので、ご協力をお願いします－



特別教育プログラム 「Global Youth」
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特別教育プログラム「Global Youth(GY)」は、４年間の大学生活で、

地球共通の課題の理解を深め、社会的、環境的に責任ある行動がとれる

地球（グローバル）市民となることを目指す、選抜制プログラムです。

社会での活躍や大学院進学前に、所属する学部の専門性に加え、世界が直

面する課題について、分野横断的な幅広い知見や国際開発にかかる専門知

識を身につけ、海外留学や途上国インターンシップも経験しながら学びま

す。



特別教育プログラム 「Global Youth」

教養
学部

経済
学部

教育
学部

理学部

工学部
地球共通の課題
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持続可能な開発目標
（SDGs :Sustainable Development Goals)

世界を変えるための１７の目標
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所属学部の専門性重視
GYとの両立を目指します

２ 分野横断的な基礎知識・国際開発の専門知識
他学部の科目にもチャレンジします

３
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全員が海外留学・途上国インターンシップ経験
卒業後の進路（進学・就職）を踏まえた計画のもとで実施します

卒業時に先輩の多くがTOEIC800点以上に到達しています

豊富なコミュニケーション能力向上機会

豊富な書籍を備えたGY専用実習室
多様な学部の友達、先輩との交流・情報交換ができます

GYプログラムの特徴
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GYプログラムの特徴

GY科目より50単位取得

必修科目
留学先の取得
科目8単位以上

選択科目

18単位 2セメスター留学で
20-24単位取得可能

※米国留学の場合

3-5科目程度

多くの科目が卒業要件にカウントされます
※学部により異なるので所属学部の規定で確認が必要

では実際の科目を見てみましょう➡



【主な必修科目】

 開発の概念

 開発協力概論/開発と援助の潮流のいずれか

 開発援助における環境

 政治学概説/政治学のいずれか

 経済学概説/マクロ経済学Ⅰのいずれか

 科学技術と出会う/技術者倫理のいずれか

 Academic Essay WritingⅠ,Ⅱ (a,bどちらか1科目以上)

 Academic Communication Skills Ⅰ,Ⅱ(a,bどちらか1科目以上)

 「海外の大学において修得した科目」（８単位以上）

 「GYインターンシップ」
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【選択科目】

＜教育機構 基盤科目・専門科目＞

■現代教育論 ■ジェンダー論入門 ■工学と社会（環境社会デザイン系） ■芸術概説

■宗教と出会う ■SDGs と出会う ■国際開発政策論演習

＜教養学部＞

■国際政治学入門 ■国際政治経済学入門 ■国際法学入門 ■Introduction to Development Economics

■国際開発政策論 ■文化人類学入門 ■国際開発学入門

＜経済学部＞

■日本経済論 ■経済政策論 ■アジア経済論 ■国際経済論 ■開発論 ■環境政策論

＜教育学部＞ ※教員免許取得希望者のみ

■教育学概説A（本質）■教育学概説B（制度）■道徳教育論 ■社会教育学概論A ■社会教育学概論B

■教育心理学概説 ■教育相談 ■特別支援教育基礎論 ■特別活動論

＜工学部＞

■理工学と現代社会 ■環境アセスメント ■交通システム ■建設プロジェクト

■生態工学 ■機械工学・システムデザイン入門 ■環境まちづくり ■現代社会概説
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交換
留学

●協定校一覧は大学のHPに掲載
http://www.saitama-u.ac.jp/international/plan/list/index.html

申請時期：10月下旬頃を予定（大学のホームページに掲載されます）

●留学先授業料を負担しない埼玉大学の交換留学制度による
協定校への留学

これまでのGY生留学先（予定含む）

【アメリカ】 アーカンソー州立大学、 ワイオミング大学、 アラバマ大学ハンツビル校、 西オレゴン大学
ネブラスカ大学オマハ校、ネブラスカ大学カーニー校、 マサチューセッツ大学ボストン校、
ボーリンググリーン州立大学、ミドルテネシー州立大学、イリノイ大学スプリングフィールド校
ニューハンプシャー大学

【アジア】 マレーシア国民大学、マレーシア科学大学、高麗大学校

【ヨーロッパ】マンチェスター大学（イギリス）、トーマス・バタ大学（チェコ）、
カザン連邦大学（ロシア）、VIA大学（デンマーク）、トリノ大学（イタリア）、
ブタペスト工科経済大学（ハンガリー）、リール政治学院（フランス）
ワルシャワ大学（ポーランド）、ローレア応用科学大学（フィンランド）、
ミュンヘン大学（ドイツ）、ブランデンブルク工科大学（ドイツ）、
トウェンテ大学（オランダ）

【オセアニア】シドニー工科大学（オーストラリア）

●学部学科のカリキュラムにあったタイミングで、
１セメスター留学も可能

http://www.saitama-u.ac.jp/international/plan/list/index.html
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2rNn2sI7aAhXGVbwKHdZ4DdAQjRx6BAgAEAU&url=https://pixta.jp/illustration/7162555&psig=AOvVaw2n2RYmKO0__3qrKRGsUEOX&ust=1522304209240197
https://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2rNn2sI7aAhXGVbwKHdZ4DdAQjRx6BAgAEAU&url=https://pixta.jp/illustration/7162555&psig=AOvVaw2n2RYmKO0__3qrKRGsUEOX&ust=1522304209240197


交換
留学

ミュンヘン大学（ドイツ）

ブランデンブルク工科大学（ドイツ）

リール政治学院（フランス）

マサチューセッツ大学ボストン校（アメリカ）

アーカンソー州立大学（アメリカ）

ワイオミング大学（アメリカ）
マンチェスター大学（イギリス）



交換
留学

高麗大学（韓国）

VIA大学（デンマーク）

トリノ大学（イタリア）

ローレア応用科学大学
（フィンランド）

ブタペスト工科経済大学大学（ハンガリー）

シドニー工科大学（オーストラリア）



これまでの主なインターンシップ派遣先例（予定含む）

• JICA海外事務所（インド、ベトナム、タンザニア、キルギス、エジプト、ドミニカ等）

• ECOSS／シッキム州環境保全NGO（インド）

• 国際ボランティア（タイ、タンザニア、ミャンマー、カンボジア等）

• 日本工営／コンサルタント会社（ベトナム、フィリピン、ミャンマー）

• アルメック株式会社／カンボジア国幹線道路交通安全改善プロジェクト（日本）

• V-shesh／社会企業（インド）

• JACリクルートメント／人材派遣会社（インドネシア）

• 東ティモール国立大学工学部強化事業（東ティモール）

• カネパッケージ株式会社（フィリピン）

• ICネットケニアオフィス（ケニア）

• Defacto Institute ／独立研究所（モンゴル)

• Siki Bali／語学学校（インドネシア）

など多数
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インド・NGOでのインターンシップ

インターン
シップ

●留学で身についた英語を駆使し、開発途上国等において
２ー３週間のインターンシップに参加

●２単位付与
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オンライン
インターン
シップ

●海外渡航が困難な時期は、オンライン上での
インターンシップを実施

●２単位付与

●実施期間を長めに設定することも可能
業種が豊富

現地企業名 国 内容

ADIMA ブルキナファソ 農業支援プロジェクト

HASORA インド 有機野菜販売

SEATS,Inc カンボジア 日本野菜栽培・販売

TALMWA タンザニア 企業支援コンサルティング

Dorsu カンボジア エシカルファッション

主なオンライン・インターンシップ派遣先例
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第1ターム
（4-6月）

第2ターム
（6-8月）

第3ターム
（9-11月）

第4ターム
（11-2月）

1年次
（2022）

2年次
(2023）

3年次
(2024）

4年次
（2025）

交換留学を目指す：TOEFL iBT、ITP、 IELTS対策、受験
交換留学
第1次募集

交換留学
第2次募集

8月選抜試験
9月～GYプログラム開始

留学 5月以降帰国

秋学期 春学期

スケジュール（２セメスター 米国留学の例）

埼玉大学授業開始
インターン
シップ

インターン
シップ

イン
ターン
シップ

３月
GYプログラム修了

■埼玉大学大学院へ進学の場合は在学中にGY科目を履修することも可能



12

第1ターム
（4-6月）

第2ターム
（6-8月）

第3ターム
（9-11月）

第4ターム
（11-2月）

1年次
（2022）

2年次
(2023）

3年次
(2024）

4年次
（2025）

交換留学を目指す：TOEFL iBT、ITP、 IELTS対策、受験
交換留学
第1次募集

交換留学
第2次募集

8月選抜試験
9月～GYプログラム開始

秋留学 12月帰国

5月帰国

スケジュール（１セメスター 米国留学の例）

インターン
シップ

イン
ターン
シップ

交換留学
第3次募集
（春出発）

秋留学 12月帰国

春留学

インターン
シップ

イン
ターン
シップ

埼玉大学授業開始

３月
GYプログラム修了

■埼玉大学大学院へ進学の場合は在学中にGY科目を履修することも可能
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対 象 概 要

埼玉県「埼玉発世界行き」
一般奨学金

１か月以上留学等の海外体験
給付対象経費：渡航費、海外留学保険料等
給付額：上限200,000円
選考方法：書類選考

埼玉県「埼玉発世界行き」
冠奨学金

海外留学を目指す志高い若者対象
（各種コースあり）

給付対象経費：渡航費、海外留学保険料等
給付額：上限500,000円～
選考方法：書類選考・面接など

JASSO「海外留学支援制度」
学生交流協定に基づき、協定校へ短期間
（１年以内）派遣される学生

留学先が北米・欧州（一部指定都市を除く）
の場合、１か月約80,000円の奨学金
成績要件、家計基準要件あり。

公益財団法人
業務スーパージャパンドリーム財団
http://www.kobebussan.or.jp/over
seas.html

協定留学または認定留学による単位取得
を目的とした留学
他の奨学支援団体等から奨学金に類する
金品を受給していないこと

給付額：月額15万円
募集人員：500名程度（2021年）
給付期間：留学先在籍期間（12か月以内）
選考方法：成績要件、書類審査、面接

おもな奨学金・給付型 ※2022年3月時点のもの

★2021年度GY生受給予定奨学金 80万円~150万円

■その他奨学金情報は、国際交流HPでチェック！
http://www.saitama-u.ac.jp/international/plan/scholarship/



142名がGYプログラムに参加！
GY1期生 7名 （教養学部 4名、経済学部 3名）

GY2期生 9名 （教養学部 4名、経済学部 4名、工学部/建設 1名）

GY3期生 13名（教養学部 7名、経済学部 4名、工学部/建設 1名、機械 1名）

GY4期生 10名（教養学部 4名、経済学部 4名、工学部/電気電子 2名）

GY5期生 14名（教養学部 7名、経済学部 6名、理学部/生体 1名）

GY6期生 4名（経済学部 1名、教育学部 3名）

GY7期生 13名（教養学部 7名、教育学部 4名、工学部/建設 1名、環境 1名）

GY8期生 12名（教養学部10名、経済学部 1名、工学部/機械 1名）

GY9期生 13名（教養学部 4名、経済学部 2名、教育学部 4名、工学部/機械 1名、理学部/生体1名）

GY10期生 7名（教養学部 2名、経済学部 3名、教育学部 1名、工学部/環境社会1名）

GY11期生 14名（教養学部 8名、経済学部 2名、教育学部 2名、工学部/電気1名、理学部/生体1名）

GY12期生 12名（教養学部 4名、経済学部4名、工学部/環境社会1名、情報1名、理学部/生体2名）

GY13期生 14名（教養学部8名、経済学部1名、教育学部1名、理学部/物理1名、工学部/

機械1名、応用1名、環境1名）
14



▶鳥居薬品(株) ▶久光製薬(株) ▶(株)ニデック

▶日本BD(株) ▶マブチモーター(株)

▶(株)潤工社 ▶カルソニックカンセイ(株)

▶富士電機(株) ▶オートリブ(株) ▶キャノン(株)

▶日本ハム(株) ▶日本メドトロニック(株)

製造・販売・食品・製薬 商社

運輸・流通

情報・通信・出版

金融・不動産
公務・団体・教育

▶日本電気(株) ▶KDDI(株) ▶日本HP(株)

▶(株)IPS ▶NECマグナスコミュニケーションズ(株)

▶沖電気工業(株) ▶国際開発ジャーナル社

▶みずほ証券(株) ▶アセットマネジメントOne(株)

▶住友不動産販売(株) ▶東京センチュリーリース(株)

▶(株)山陰合同銀行 ▶(株)GA technologies 

▶青年海外協力隊（エチオピア・コミュニティ開発）

▶（国）宇宙航空研究開発機構（JAXA）

▶（公）東京都障害者スポーツ協会

▶（公）日本財団 ▶茨城県庁▶（公）国際文化会館

▶東京都立高校英語教員 ▶埼玉県立高校英語教員

▶埼玉県公立小学校教員

▶住友商事(株) ▶三井物産プラスチック(株) ▶アマダ(株)

▶(株)笹野マックス ▶トライデント・シーフード・アジア・インク

▶(株)ロア・インタナショナル

▶日本通運(株) ▶日本生活協同組合連合会

▶ヤマトシステム開発(株)

▶田渕海運(株) ▶(株)ベイシア

15

GY卒業生の主な就職先

建設・エンジニアリング

▶日揮(株) ▶清水建設(株) ▶(株)吉田正志建設設計室

▶イベルドローラ・リニューアブルズ・ジャパン(株)

▶(株)オリエンタルコンサルタンツ

観光・PR・マーケティング

▶(株)JTBグローバルマーケティング＆トラベル

▶(株)インテグレート ▶(株)アンデスフィルム

▶(株)ネクサスウィング ▶(株)トライバルメディアハウス

コンサルティング・サービス

▶アクセンチュア(株) ▶(株)NTTデータ経営研究所

▶(株)ビジネスコンサルタント ▶(株)AIBJ

▶PwCアウトソーシングサービス合同会社

▶(株)ゼネラルパートナーズ
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▶埼玉大学大学院理工学研究科 数理電子情報系専攻 電気電子システム工学コース

埼玉大学大学院理工学研究科 環境システム工学系専攻 環境制御システムコース

埼玉大学大学院教育学研究科 教職大学院

▶東京大学公共政策大学院

東京大学大学院工学系研究科 社会基盤学専攻

東京大学大学院農学生命科学研究科 農業・資源経済学専攻

▶東京工業大学大学院物理情報システム専攻

東京工業大学工学院機械系機械コース 科学技術創成研究院

▶筑波大学大学院システム情報工学研究科 社会工学専攻

▶一橋大学大学院社会学研究科

▶横浜国立大学大学院建築都市文化専攻

▶滋賀医科大学

▶コヴェントリー大学大学院（イギリス）

▶UCバークレー校（Certificate Program)（アメリカ）

▶Golden Gate University, Master of Arts in Psychology and Counseling（アメリカ）

GY卒業生の主な進学先
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• 国際交流会館のレジデントアシスタント(RA)

• 英語なんでも相談室（ERC）のアシスタント(TA）

• 交換留学生のチューター

• サマープログラムによる留学生のボランティア

• JICAによる大学生向けフィールドスタディin Laos

• JICAの地球ひろばでの地球案内人

• グローバルフェスタ参加団体のボランティア

• NGOプラン・インタ－ナショナル・ジャパンでのボランティア

• SGH（スーパーグローバルハイスクール）指定高校でのモデレーター

• 国連の機関IEAでのインターン in Paris                          

• 理工系学生向けの外務省派遣事業

「Juntos!!中南米対日理解促進交流プログラム」参加 in Brazil など多数活躍！

GY生による学内外国際交流活動
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GY学生実習室・GYPCルーム
埼玉大学 教育機構棟2階

GY生専用の部屋が2部屋用意されています。学部を超えた仲間達と
情報交換したり、GY先輩に留学やインターンシップについて相談し
たりと、有意義に利用することが出来ます。
通常は、BBセミナーやGYイベントもこの部屋で開催しています！

GY Room PC Room
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GYに参加するために

特別教育プログラム「Global Youth(GY)」は選抜プログラム

選抜 試験

申請期間 8月下旬

募集人数 15名

英語要件
☑TOEIC500 ☑IELTS 4.5
☑TOEFL iBT 45   ☑TOEFL ITP 450   のいずれか

試験内容 ショートエッセイ、面接
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各種英語能力試験スケジュール

試験 実施日 程

埼玉大学
生協主催

TOEIC IP* 6月4日（土）、7月16日（土）

TOEFL 
ITP*

7月23日（土） ※受付期間は7/1（金）までなので注意

TOEFL iBT 公式サイトにて申込み http://www.cieej.or.jp/toefl/

IELTS

公式サイトにて申込み

JSAFｰIELTS http://www.jsaf-ieltsjapan.com/

日本英語検定協会 http://www.eiken.or.jp/ielts/

＊GY出願に間に合うもの

生協TOEIC、TOEFL受験料は、GY合格者へリファンドする予定です
領収書を必ず保管しておいてください

（リファンドは1回分のみ）
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English Resource Center
The ERC is Online!

✔総合的な英語能力を向上させ、TOEIC/TOEFL/IELTSに
チャレンジ!

✔ERCを有効活用

URL: http://www.saitama-u.ac.jp/ceed/erc.htm

オープン時間
月曜、木曜 15:00～17:00
火曜、水曜 16:00～17:00



個別相談を受け付けています

留学のために
何を準備すれ
ば良いの？

GYと学部の両
立が心配

サークルや部
活もできる？

[ globalyouth@mail.saitama-u.ac.jp 教育企画課GY担当宛]

その他、聞きたいことや迷ったことがあれば気軽にご相談ください

[http://park.saitama-u.ac.jp/~certid/ ]

個別相談希望 連絡先

こちらのPDF資料はホーム－ページに掲載されております

22
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アンケートにご協力ください

以下の項目について、zoomのチャット機能で入力し、
Tomoko Okamatsu宛へお送りください。

（宛先から探せます）

※ベタうちで構いません。途中改行したい場合はShift＋Enterで出来ます。

①氏名

②学籍

③連絡可能なメールアドレス※正しく入力ください

④個別面談を希望しますか（はい／いいえ／検討中）

★「はい」、「検討中」の方はこちらから追って連絡をいたします

⑤面談で聞いてみたいのはどんなことですか

ご協力ありがとうございました


