
彩の国 

埼玉県 

グローバル人材
育成センター埼玉

Saitama Center for Go Global Students

日本人学生と外国人留学生を
留学前から留学後までトータルサポート

Saitama Center for Go Global Students (GGS) provides comprehensive support for 
Japanese and foreign students before, during, and after study abroad.

今ビジネスの現場で強く求められているグローバル人材。
「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。
Global human resources are highly desired by a variety of businesses.
Saitama Center for Go Global Students (GGS) plays a key role in 
developing these human resources in Saitama, helping them prepare 
for work in the global business arena.

埼玉県のマスコット「コバトン」

Kobaton, Saitama
Prefectural Mascot

◆ グローバル人材育成センター埼玉運営協議会が運営をサポートしています！
　　大学、経済団体及び行政が一体となってグローバル人材の育成を支援します。

◆ Council for Saitama Center for Go Global Students supports a wide range of projects
Saitama-based universities, business groups, and local governments work together to 

foster and strengthen global human resource development. 2014年9月末現在

会　員

●　大学会員（17大学等）
　　埼玉県立大学、埼玉工業大学、埼玉大学、十文字学園女子大学、城西大学、尚美学園大学、聖学院大学、西武文理大学、
　　大東文化大学、東京国際大学、東京電機大学、東洋大学、獨協大学、日本工業大学、日本薬科大学、立正大学、
　　中央情報専門学校
●　経済団体会員（５団体）
　　（一社）埼玉県商工会議所連合会、埼玉県商工会連合会、埼玉県中小企業団体中央会、（一社）埼玉県経営者協会、
　　埼玉経済同友会
●　行政会員（４団体）
　　厚生労働省埼玉労働局、埼玉県、（公財）埼玉県産業振興公社、（公財）埼玉県国際交流協会

Member

●　University member（17 universities）
　　Saitama Prefectural University, Saitama Institute of Technology, Saitama University, Jumonji University,
　　Josai University, Shobi University, Seigakuin University, Bunri University of Hospitality, Daito Bunka University,
　　Tokyo International University, Tokyo Denki University, Toyo University, Dokkyo University, 
　　Nippon Institute of Technology,Nihon Pharmaceutical University, Rissho University, Chuo Computer and 
　　Communication College、
●　Economic organization member （5 organizations）
　　Federation of Saitama Prefecture Chamber of Commerce and Industry, 
　　Saitama Prefectural Federation of Societies of Commerce and Industry, 
　　Saitama Prefectural Federation of Small Business Association, Saitama Employers’ Association, 
　　Saitama Association of Corporate Executives
●　Administration member （4 organizations）
　　Ministry of Health,Labour and Welfare Saitama Labour Bureau, Saitama Prefecture,
　　Saitama Industrial Development Corporation, Saitama International Association

賛助会員
Supporting 
Members

（株）エフエムナックファイブ、（株）NTT東日本　埼玉支店、キリンビールマーケティング（株）　埼玉支社、富士ゼロックス関東（株）、（株）テレビ埼玉、
東京ガス（株）　埼玉支社
FM Nack 5 Co., Ltd., NTT-east, Kirin Beer Marketing Co., Ltd., Fuji Xerox Kanto Co., Ltd., TV Saitama, TOKYO GAS Co., Ltd. ＜賛助会員募集中＞

＊　ＧＧＳ就職支援システムに登録しよう！

・就職に役立つ
・フェア、セミナー　の情報 など
○　web登録 ： http://www.ggs-jobmatch.jp/

Sign up now for
GGS job matching service membership

At this useful job hunting website, you can find 

information on job fairs, seminars, and more!

Register at www.ggs-jobmatch.jp/

【お問い合わせ】
　　グローバル人材育成センター埼玉＜（公財）埼玉県国際交流協会内＞
　　〒330-0074　埼玉県さいたま市浦和区北浦和５－６－５　浦和合同庁舎３階
　　電話：０４８－８３３－２９９５　FAX：０４８－８２２－３８０８　E-mail：global@sia1.jp
　　URL：http://www.ggsaitama.jp/

Inquiries
　　Saitama Center for Go Global Students (c/o Saitama International Association)
　　Urawa Godochosha 3F,  5-6-5, Kitaurawa, Urawa-ku,  Saitama-shi, Saitama-ken 〒330-0074
　　Tel : 048-833-2995       Fax : 048-822-3808       E-mail : global@sia1.jp      URL : www.ggsaitama.jp/



◆日本人学生の海外留学をサポート！

◆グローバル企業への就職をサポート！

◆外国人留学生の県内留学をサポート！

◆日本人学生と外国人留学生の交流をお手伝い！

海外の大学へ留学を考えている日本人学生の飛躍を応援します。
　・「埼玉発世界行き」奨学生　＝　海外留学を目指す埼玉の若者を経済面で支援
　・海外留学フェア　＝　海外留学の魅力、各種制度を各国大使館等がご案内

県内グローバル企業と海外留学を経験した日本人学生・外国人留学生をマッチングします。
　　・県内企業や国際機関でのインターンシップ
　　・外国人留学生向け就職セミナー
　　・県内企業説明会
　　・就職相談や巡回相談　　など

優秀な留学生を県内の大学に招き入れます。また、外国人留学生の日本での活躍を
応援します。
　・日本留学フェアで県内大学を紹介
　・生活相談　＝　留学中の困りごと何でも相談
　・ホームステイ

日本人学生と外国人留学生との「身近な国際交流」をお手伝いします。
　・フットサル大会
　・ボーリング大会　　など

◆  GGS provides support to Japanese students in studying abroad.
　　We support Japanese students who wish to study at universities abroad to help 
　　them succeed. Our programs include:
　　・The Saitama Window to the World Scholarship Program: Financial support for 
　　　young people in Saitama who wish to study abroad
　　・Study Abroad Fair: Representatives from foreign embassies introduce 
　　　advantages and various means to study abroad

◆  GGS helps students find employment at global companies
　　We match Japanese and foreign students with study abroad experience 
　　with global companies in Saitama. Our programs include:
　　・Internships at Saitama companies and international organizations
　　・Job fairs for international students
　　・Saitama job fairs
　　・Career counseling, visiting consultation services, and more

◆  GGS provides support to foreign students in studying in Saitama
　　We invite excellent foreign students to colleges and universities in Saitama 
　　and help them become successful in Japan. Our programs include:
　　・Introducing Saitama colleges and universities Japan Study Abroad fairs
　　・Consultation services on general matters while in Japan
　　・Homestays

◆  GGS promotes networking opportunities between
　　Japanese students and international students
　　We hold friendly international exchange events where Japanese and 
　　foreign students work together.
　　　Our programs include:
　　　・Futsal games
　　　・Bowling  games
　　　　　　　　　　　 and other events

グローバル人材育成センター埼玉
Saitama Center for Go Global Students （GGS）

・海外留学で、“自分を磨きたい”、“大きく成長させたい”
・留学経験を活かしてワールドワイドな仕事がしたい
・日本と母国をつなぐ仕事がしたい

そんなあなたをトータルでサポートします。

GGS provides comprehensive support to those who:

・Want to improve themselves and grow further through studying abroad.

・Want to work in the global fields, utilizing their experience of studying abroad.

・Want to work as bridges between Japan and their home countries.


