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★☆*******************************************************************☆★ 
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1 埼玉県及び GGS からのお知らせ 

 （１）募集 タイ・インドネシアで日本語学習のサポートや文化交流をしたい人 

 （２）募集 GGS 就職面接会開催のお知らせ 

 （３）募集 埼玉アジアフォーラム ～ラオス人民民主共和国～ 

  

2 イベント  

 （１）7/22（土） 留学生の心身の健康～睡眠を考える～ 

 （２）募集 平和構築・開発におけるグローバル人材育成事業（外務省委託） 

 （３）8/12（土）～8/14（月） えいご村キャンプ 

 

3 『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ 

  僕が僕であるために～世界という世界の中で～ 

第 1 回 希望 オペラとの出会い 

     オペラ歌手テノール、新国立劇場合唱団メンバー、 

     コル・カント合同会社 代表社員、NPO 団体 富士見みんなでプロジェクト代表 

     東海林 尚文さん 

★☆*******************************************************************☆★ 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■１ （１）募集 タイ・インドネシアで日本語学習のサポートや文化交流をしたい人 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

埼玉県と独立行政法人国際交流基金の連携事業で、“日本語パートナーズ”派遣事業埼玉県推

薦プログラムを実施します。 

この事業は、幅広い世代の人材をタイ・インドネシアの高校等に派遣し、現地の日本語教師

や生徒のパートナーとして、授業の補助や日本文化の紹介を行っていただくものです。 

“日本語パートーズ”タイ 6 期・インドネシア 9 期の一部に埼玉県枠を設け、埼玉県とタイ・

インドネシアの懸け橋となる人を募集します。 

また、事業の内容をより詳しく知りたい人のために、7 月 1 日（土）と 9 日（日）に【説明会】

を開催します。 
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□募集人数：タイ 5 人、インドネシア 5 人 

□派遣期間：タイ  平成 30 年 5 月～平成 31 年 3 月（予定） 

インドネシア 平成 30 年 7 月または 8 月～平成 31 年 3 月（予定） 

□応募要件：埼玉県内に在住、在勤または在学していること 

日常英会話ができること 

年齢が満 20 歳※1 から満 69 歳※2 であること 

※1 平成 29 年 10 月 12 日時点 

※2 タイ：平成 30 年 6 月 30 日時点、インドネシア：平成 30 年 9 月 30 日時点 

日本国籍を有し、日本語母語話者であること 

□募集期間：8 月 2 日（水）まで 

 

◇詳細や応募方法は県ウェブサイト掲載の募集要項をご覧ください。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/japanese-partners.html 

 

【説明会】 

事前申し込み制です。電話またはメールでお申込みください。 

□日 時：（1）7 月 1 日（土）、 （2）7 月 9 日（日） 

両日とも 14 時～16 時（受付開始：13 時 30 分～） 

□場 所：ソニックシティ 8 階 （1）807 会議室 （2）802 会議室 

さいたま市大宮区桜木町 1－7－5 大宮駅西口より徒歩約 3 分 

アクセス https://www.sonic-city.or.jp/?page_id=178 

□内 容：制度の概要や“日本語パートナーズ”経験者の話を聞くことができます 

□申込先：埼玉県県民生活部国際課グローバル人材育成担当 

電話 048-830-2711 メール a2705-01@pref.saitama.lg.jp 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■１ （２）募集 GGS 就職面接会開催のお知らせ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

GGS では、外国人留学生の皆さんと海外留学経験のある日本人学生の皆さんを対象に、就職

面接会を開催します。企業の採用担当者に直接質問・相談ができるこのチャンスを、お見逃

しなく。参加無料・入退場自由です。就職面接会に相応しい服装でお越しください。 

県内企業約 40 社が、あなたを待っています！ 

 

□開催日時：7 月 4 日（火）13 時～16 時 30 分 （受付 12 時 30 分～） 

□場  所：ソニックシティビル 4F 市民ホール 

      さいたま市大宮区桜木町 1－7－5 大宮駅西口より徒歩約 3 分 

      アクセス https://www.sonic-city.or.jp/?page_id=178  

□対 象 者：平成 30 年 3 月に大学院・大学・短大・専門学校等を卒業予定の 

外国人留学生・留学経験のある日本人学生（既卒者含む） 

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/japanese-partners.html
https://www.sonic-city.or.jp/?page_id=178
file:///C:/Users/GGS松井/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/PM0QOP80/a2705-01@pref.saitama.lg.jp
https://www.sonic-city.or.jp/?page_id=178
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◇お申込み・詳細は GGS ウェブサイトをご覧ください(事前申込をすると受付がスムーズです！) 

http://www.ggsaitama.jp/information4055  

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■１ （３）募集 埼玉アジアフォーラム～ラオス人民民主共和国～ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

埼玉・アジアフォーラムでは、各国の駐日大使や専門家を招き、アジアの最新情報を発信し

ています。 

今回は、駐日ラオス人民民主共和国特命全権大使ヴィロード・スンダーラー閣下を招き、「一

帯一路」構想による鉄道網整備により今後陸路の要衝への転換が期待されるラオス人民民主

共和国を取り上げます。 

企業関係者、県民の皆様のご来場をお待ちしています。 

 

□日 時：7 月 20 日（木）13 時 30 分～17 時 

□場 所：新都心ビジネス交流プラザ 4 階 会議室 

□プログラム： 

（１）基調講演 ヴィロード・スンダーラー 駐日ラオス人民民主共和国特命全権大使 

（２）講演 米山芳春 独立行政法人国際協力機構（JICA）ラオス事務所長 

（３）パネルディスカッション 

清藤隆雄 光陽オリエントジャパン株式会社代表取締役 

冨永幸子 認定・県指定特定非営利活動法人 国際協力 NGO・IV-JAPAN 代表理事 

村松賢志 寮都産業株式会社営業統括責任者 MBA 中小企業診断士 

米山芳春 独立行政法人国際協力機構（JICA）ラオス事務所長 

 

◇詳細やお申込みは県ウェブサイトをご覧ください。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/saitama-asiaproject.html  

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■２ （１）7/22（土） 留学生の心身の健康～睡眠を考える～ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

外国人留学生は、言語や習慣の違いから起こるストレスに加え、 

勉強やアルバイトの忙しさによる、心身の不調を伴いやすい環境で生活しています。 

「2017 年度 留学生メンタルヘルス支援シンポジウム」では、睡眠を切り口に留学生の支援

を考えます。 

 

□日 時：7 月 22 日（土）14 時～16 時 30 分 

□場 所：早稲田大学 国際会議場 第一会議室 

 

 

http://www.ggsaitama.jp/information4055
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/saitama-asiaproject.html


4 

□内 容： 

（１）「快眠のための基礎知識」 

西多昌規先生（早稲田大学スポーツ科学学術院准教授、精神科医） 

（２）「留学生における睡眠問題」 

松田英子先生（東洋大学社会学部教授、臨床心理士） 

（３）パネルディスカッション  

司会 村上 正人先生（国際医療福祉大学教授、山王病院心療内科部長、 

（公財）パブリックヘルスリサーチセンター評議員） 

□主 催：（公財）パブリックヘルスリサーチセンター 

◇詳細はシンポジウムのウェブサイトをご覧ください。 

https://www.phrf.jp/ssl/education/pdf/ryugakuchirashi2017.pdf  

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■２  （２）募集 平和構築・開発におけるグローバル人材育成事業（外務省委託） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

一般社団法人広島平和構築人材育成センターは、外務省の委託を受け、平和構築・開発にお

けるグローバル人材育成事業を実施し、事業の一環として行う研修の参加者を募集します。 

 

（１）プライマリー・コース 

□対  象：平和構築・開発分野でキャリア形成を目指す方 

□内  容：平和構築・開発の現場における実務能力を高めるための 6 週間の国内研修と、 

平和構築・開発の現場で活動する国際機関の現地事務所等で 1 年間の国連ボラ

ンティアとしての海外実務研修 

□研修期間：【国内研修】平成 30 年 1 月 12 日（金）～2 月 24 日（土）（予定） 

 【海外実務研修】平成 30 年 3 月以降 

□研修参加費：303,750 円 

□応募締切：9 月 25 日（月）日本時間午前 9 時必着 

 

（２）ミッドキャリア・コース 

□対  象：すでに平和構築・開発分野の実務に従事しており、平和構築・開発分野での 

さらなるキャリア構築を求める方 

□内  容：キャリア発展のための 7 日間の国内研修 

□研修期間：平成 29 年 9 月 10 日（日）～16 日（土） 

□研修参加費：無料 

□応募締切：7 月 18 日（火）日本時間午前 9 時必着 

 

（３）キャリア支援セミナー 

□対  象：すでに平和構築・開発分野での職務経験を持ち、今後国連機関で働くことを 

希望する方 

□内  容：国連での採用に繋がるレクチャーや個別指導の機会を提供する 

https://www.phrf.jp/ssl/education/pdf/ryugakuchirashi2017.pdf
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□期  間：平成 29 年 11 月 3 日（金）～5 日（日）（予定）※いずれか 1 日 

□参 加 費：無料 

□応募締切：9 月 4 日（月）日本時間午前 9 時必着 

 

◇詳細や応募方法は以下のウェブサイトをご覧ください。 

http://www.peacebuilderscenter.jp/courses/application_form.cfm  

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■２ （３）8/12（土）～8/14（月） えいご村キャンプ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日本人と欧米人は「耳」が違うので、英語が「できなくて」当然です。 

聞こえないからしゃべれない。 

→ 身体を使って英語を話す。 

→ それをみんなでやる。  

→ だから合宿(キャンプ)が有効です。 

このえいご村キャンプでは、IMAI メソッドを使って、自然に「聞く」「考える」「話す」のス

キルを磨きます。 

 

□日 時：8 月 12 日（土）～14 日（月） 

受付開始 8/12(土)10 時 30 分 終了 8/14(月)15 時(予定) 

□会 場：国立女性教育会館 

埼玉県比企郡嵐山町菅谷 728（東武東上線 武蔵嵐山駅より徒歩 12 分） 

□対 象：年齢、性別、国籍、英語レベル不問（ただし小学生 5 年生以上） 

□定 員：70 名 

□参加費：25,000 円(一般)、5,000 円(留学生)※昼食・飲物代別 

□内 容：英語耳を作ろう、アクティブワーク、プレゼンテーション 

□募集期間：7月 31日（月）まで 

□主 催：NPO法人マナビバ えいご村を創ろう！プロジェクト 

□協 力：聖学院広報センター、クラーク記念国際高等学校さいたまキャンパス、与野学院

日本語学校、NPO 法人 IMAI 研究所 

 

◇お問い合わせ：NPO マナビバ 070-4037-8187 

詳 細： https://eigomurasa.jimdo.com/  

  

http://www.peacebuilderscenter.jp/courses/application_form.cfm
https://eigomurasa.jimdo.com/
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■３ 『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ 

   僕が僕であるために～世界という世界の中で～ 

第 1 回 希望 オペラとの出会い 

     オペラ歌手テノール、新国立劇場合唱団メンバー、 

     コル・カント合同会社 代表社員、NPO 団体 富士見みんなでプロジェクト代表 

     東海林 尚文さん 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

今月号より新しいエッセイストをお迎えします。 

新国立劇場のオペラ歌手でありながら、富士見市の地域活性化に精力的に取り組まれている 

東海林 尚文さんです。 

 

東海林 尚文さんのプロフィールはこちら → https://goo.gl/Xt4aHx  

第１回本編はこちら → https://goo.gl/3VdMqC  

 

大学で法律を勉強されていた東海林さんの身に、一体なにが起こって「オペラ歌手」へと転

身されたのでしょうか？ 

 

 

★☆***************************************************************************☆★ 

◆編集後記◆ 

今月からスタートのリレーエッセイ、いかがでしたか？東海林さんとは地域活動でご縁があ

り今回お願いした運びとなりました。子ども達の笑顔のために富士見市で活躍される東海林

さんの生き様を、今回のエッセイで垣間見た気がしました。次回号も楽しみです！ 

さて、紫陽花のきれいな季節になりましたが、まだまだ気温や天候が変わりやすいですね。

皆さまどうかご自愛のほどを。最後までお読みいただき、ありがとうございました。（OY） 

★☆***************************************************************************☆★ 

＊皆様からのご意見、ご質問、会員加入については、下記事務局まで 

＊メールアドレス等会員情報の変更及び配信停止はこちら 

 

【日本人会員】 

https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mclh-mfpdp-6e13028a470407e7ce8b8b61754cfe52 

【外国人会員】 

https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mclh-mfpdm-7857e59e198e11e0ebdb0aec838d34c4 

【団体会員】 

https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mclh-mfpdq-f4990b2cdc9405cf5fc7530014abb938 

【「埼玉発世界行き」奨学生】 

http://r34.smp.ne.jp/o/Pg/3348977/FHgXg7H7ci0D/out?stop-shougakusei=k 

 

【発行】 

グローバル人材埼玉ネットワーク事務局 

https://goo.gl/Xt4aHx
https://goo.gl/3VdMqC
https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mclh-mfpdp-6e13028a470407e7ce8b8b61754cfe52
https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mclh-mfpdm-7857e59e198e11e0ebdb0aec838d34c4
https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mclh-mfpdq-f4990b2cdc9405cf5fc7530014abb938
http://r34.smp.ne.jp/o/Pg/3348977/FHgXg7H7ci0D/out?stop-shougakusei=k
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（公益財団法人 埼玉県国際交流協会） 

〒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 

TEL 048-833-2995   FAX 048-822-3808 

E-mail global@sia1.jp （sia の次は数字の１です） 

HP http://www.sia1.jp/globalnet.html 

Facebook https://www.facebook.com/ggsaitama 

 

 

http://www.sia1.jp/globalnet.html
https://www.facebook.com/ggsaitama

