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～埼玉のグローバル化に役立つ情報をお伝えします～
Global Talent Network Saitama (GTNS) Mail Magazine
2016 年 5 月 31 日
★☆****************************************************************************☆★
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（３）埼玉県発！大会関連情報「みんなで成功させよう！東京 2020
オリンピック・パラリンピック」特設ウェブサイトをリリースしました
（４）オーストラリア・クイーンズランド州政府主催スカラシップ
「Best Semester Abroad」のお知らせ
2 イベント情報
（１）「日本語パートナーズ」募集説明会開催のお知らせ
（２）JASSO 海外留学フェア 2016 開催のお知らせ
3『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ
なでしこ、女王陛下の水兵になる！
第三回「グローバル人として、埼玉で働くということ」
埼玉県ラグビーフットボール協会スポーツ通訳 村松美和さん
★☆****************************************************************************☆★
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■１（１）グローバル人材向け GGS 就職面接会開催のお知らせ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
外国人留学生の皆さん、海外留学経験のある日本人学生の皆さん・・・
県内企業約 40 社が、あなたを待っています！
GGS では、
「グローバル人材向け GGS 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。
□開催日時：7 月 4 日（月） 13 時～17 時 （受付 12 時半～）
□会 場：ソニックシティビル 4 階 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 http://www.sonic-city.or.jp/?page_id=178
□対象者：平成 29 年 3 月に大学院・大学・短大・高専・専修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）
★申込み・詳細はこちら★

（GGS ホームページ）

http://www.ggsaitama.jp/information4055/
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■１（２）NACK5 高校生海外スポーツ研修プログラムの参加者募集
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
8 月 17 日－23 日に、埼玉県内在住または在学の高校生を対象とした
オーストラリア・クイーンズランド州での 5 日間のスポーツ研修を実施します。
この研修は FM ラジオ局 NACK5 がスポンサーとなって実施するものです。
□日 程：8 月 17 日（水）～23 日（火）
□場 所：スポーツスーパーセンター （クイーンズランド州政府施設）等
□対象者：埼玉県内に在住または在学の高校生
★申込み・詳細はこちら★

（GGS ホームページ）

http://www.ggsaitama.jp/information2237/
クイーンズランド州って、どんなところ？（オーストラリア政府観光局公式サイト）
http://www.australia.com/ja-jp/places/qld.html
応募は郵送にて、締切は 6 月 13 日（月）17 時（必着）です。
クイーンズランド州の輝く太陽のように熱い、高校生の応募をお待ちしています！
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■１（３）埼玉県発！大会関連情報「みんなで成功させよう！東京 2020
オリンピック・パラリンピック」特設ウェブサイトをリリースしました
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会では、埼玉県内で
オリンピック 4 競技（バスケットボール、サッカー、ゴルフ、射撃）が開催されます。
県内で開催される競技や、県内の会場について紹介しているほか、
今後、埼玉県内の大会関連情報を発信していきます。ぜひご活用ください。
埼玉県発！大会関連情報「みんなで成功させよう！東京 2020 オリンピック・パラリンピック」
http://www.pref.saitama.lg.jp/oly-para/
★お問い合わせ★（埼玉県ホームページ）

https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/a0308/index.html
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■１（４）オーストラリア・クイーンズランド州政府主催スカラシップ
「Best Semester Abroad」のお知らせ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
埼玉県の姉妹友好州であるクイーンズランド州が
現在「Best Semester Abroad」という画期的な留学プログラムの応募者を募集しています。
～Best Semester Abroad について～
日本を含む 10 カ国から 2 名ずつ選出された計 20 名の奨学生が、
ブリスベン、ケアンズもしくはゴールドコーストで約 5 カ月間留学できるプログラムです。
□魅力
・往復航空券、授業料、滞在費 20 週間分、
ホリデー体験を含む最大で 3 万豪ドルの奨学金を奨学生に授与します
・５ヶ月の留学後、20 名の奨学生のうち、最優秀者５名には
クイーンズランドの大学・大学院への学費、最大で 3 万豪ドルの奨学金が授与されます
チャンスに満ちた画期的なプログラムです。ぜひ興味のある方は是非、挑戦してください！
□応募受付締切：6 月 26 日
★お問い合わせ・詳細はこちら★（Best Semester Abroad ホームページ）
http://www.bestsemesterabroad.com.au/ja/prizes/
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■２（１）
“日本語パートナーズ”募集説明会開催のお知らせ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
独立行政法人国際交流基金アジアセンターは
“日本語パートナーズ”マレーシア 3 期・ブルネイ 2 期の募集を開始します。
“日本語パートナーズ”は、ASEAN 諸国の中学・高校などの日本語教師や
生徒のパートナーとして、 授業のアシスタント・日本文化の紹介を行います。
専門的な知識は必要なく、応募要件に該当すればどなたでも応募できます。
つきましては、募集説明会を開催いたしますので、
興味のある方は是非お越しください。参加費は無料です。
□開催日時：6 月 11 日（土）10：00～11：30、14：00～15：30
□場 所：国際交流基金本部 ホール「さくら」

★申込みはこちら★
https://reg31.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=lfqi-qetgq-dd11a23edf1f9e5ef8ac441fe4404136
★詳細はこちら★（国際交流基金アジアセンター ホームページ）
http://jfac.jp/partners/
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■２（２） JASSO 海外留学フェア 2016 開催のお知らせ
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
JASSO（日本学生支援機構）が、海外留学を希望する方（学生、社会人）のためのイベント
「JASSO 海外留学フェア 2016」
（入場無料・予約不要）を開催します。
各国・各地域の留学制度や手続きについては、それぞれの公的機関から正確な情報を
得ることが大切です。同時に留学経験者から準備や留学後の話を聞くと、留学プランの
イメージがふくらみます。
□日 時：6 月 25 日（土）12 時～18 時
□場 所：秋葉原 UDX GALLERY 4 階 http://www.udx-g.jp/access.html
□参加対象者：留学希望者、関係者など、どなたでもご参加いただけます。
★詳細はこちら★（JASSO ホームページ）
http://ryugaku.jasso.go.jp/event/fair/fair_2016/006/
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■３『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ
なでしこ、女王陛下の水兵になる！
第三回「グローバル人として、埼玉で働くということ」
埼玉県ラグビーフットボール協会スポーツ通訳 村松美和さん
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
なでしこ、女王陛下の水兵になる！ 第二回「イギリス王室海軍！？」は、いかがでしたか？
女王陛下のもと、イギリス王室の海軍に大抜擢された村松さん。
「365 日 軍人であり続ける」というストイックな姿勢は、まさしくプロフェッショナルです。
村松美和さんのプロフィールはこちら
http://www.ggsaitama.jp/relay-essayessayseries9/
さて、３回に分けてお送りしたこのエッセイもいよいよ最終回です。
昨年の秋に埼玉県民となった村松さんが、
「郷に入っては郷に従え」の精神で

大好きなスポーツと英語を武器に、新たな活躍の場を切り開いてきます。
エッセイの最後には、読者の皆さんに力強い激励のメッセージを届けてくれますよ！
第三回「グローバル人として、埼玉で働くということ」はこちら
http://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2016/05/series9no3.tif
◇リレーエッセイのバックナンバーは GGS HP でご覧いただけます◇
http://www.ggsaitama.jp/relay-essay/
★☆*************************************************************************************☆★
◆編集後記◆
村松さんによるリレーエッセイも、今回で最終回となってしまいました。大変お忙しいところ快く
執筆を引き受けていただいた松村さんに、心から感謝いたします。毎回パワフルなエッセイを届け
てくださり、ありがとうございました。引き続き、次回からスタートする新エッセイにもご注目く
ださい。近づく梅雨を吹き飛ばすような、フレッシュな風をお届けします！（SA）
★☆**************************************************************************************☆★
＊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】

【発行】
グローバル人材埼玉ネットワーク事務局
（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

