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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■１（１）グローバル人材向け複合型就活イベント・GGS JOB FAIR 2016 開催！
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
9 月 30 日号でもお知らせしましたが、GGS（グローバル人材育成センター埼玉）は、
11 月 10 日（木）にソニックシティビルにて就活イベントを開催します。
これは、日本人留学経験者と外国人留学生を対象とするものです。
今年度は＜就職面接会＞と＜インターンシップ説明会＞に加え、＜就職ガイダンス＞の
３つのプログラムをご用意しています。
現在就職活動中の皆様には、今年度中に内定をもらうチャンスとして、
これから就職活動を始める皆様には、良いきっかけとして活用できるイベントです。
事前に申し込みされた方には、当日受付にて就活お役立ちグッズをプレゼント！
参加費は無料です。
□日時：11 月 10 日（木）12：00～16：30
□会場：ソニックシティビル 4 階市民ホール/6 階 602 会議室
大宮駅西口より徒歩約 3 分 http://goo.gl/3B1id2
□対象者：次のいずれかを満たす外国人留学生、留学経験のある日本人学生

（大学生、 大学院生、短期大学生、専門学校生等）又は既卒者
1. 就職活動中の方
2. インターンシップについて知りたい方
3. これから就職活動を始める方
□内容：
【１】就職ガイダンス（これから就職活動を始める方向け）
12：00～13：30 （11:30 受付開始）6 階 602 会議室
【２】インターンシップ説明会（インターンシップについて知りたい方向け）
13：00～16：30 （12:30 受付開始）4 階市民ホール
【３】就職面接会（就職活動中の方向け）
13：00～16：30 （12:30 受付開始）4 階市民ホール
□詳細：GGS ホームページ
http://www.ggsaitama.jp/information5934/
□申込み：WEB で事前申込みできます（特典付き）
。https://goo.gl/6AHNs1
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■１（２）大東文化大学主催 グローバルキャンプ埼玉 参加者募集中！
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
この夏、埼玉県が開催したグローバルキャンプ埼玉を、
この冬、大東文化大学が開催します。
グローバルキャンプ埼玉とは、4 泊 5 日英語漬けの生活で、
県内にいながら疑似留学を体験できるものです。
大東文化大学専任ネイティブ講師による特別講義や、
通訳技術を生かした英語集中講義など
大東文化大学独自のプログラムをご用意しています。
留学に興味はあるけれど、時間などの理由で留学が難しい方や
留学が決まったけれど、現地の授業についていけるか不安な方など
たくさんの方のご参加をお待ちしています。
□日程：2017 年 2 月 14 日（火）～18 日（土）＜4 泊 5 日＞
□場所：大東文化大学 東松山キャンパス（https://goo.gl/j5H9qD）
□対象：英語で日常会話が可能な高校生、大学生、社会人
※埼玉県内在住、在学または在勤の方に限定

□参加費：25,000 円（宿泊費、食事、保険料を含む）
□応募期間：12 月 2 日（金）まで
□内容や申込方法の詳細はこちら（大東文化大学ホームページ）
http://www.daito.ac.jp/gcs.html
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■２（１）カナダ留学フェア 2016 秋 開催
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
カナダ大使館が「カナダ留学フェア 2016 秋」を、
11 月 2 日（水）と３日（祝・木）に開催します。
小・中学校から高校、サマープログラム、語学学校、
カレッジ、大学や IEC ワーキングホリデーなど、
あらゆるジャンルでのカナダ留学を知る絶好の機会です。
日本語での個別相談可。参加無料、入退場は自由！奮ってご参加下さい。
□日時：11 月 2 日（水）17：00～19：30
11 月 3 日（祝・木）11：00～17：00
□会場：カナダ大使館 https://goo.gl/jxg1wM
（地下鉄銀座線・半蔵門線・大江戸線「青山一丁目」駅より徒歩約 5 分）
※カナダ大使館入館には写真付身分証明書のご提示が必須です。ご持参ください。
□詳細・事前登録：http://www.canada-ryugaku-fair.com/registration
事前登録された方には、オリジナルクリアファイルをプレゼント！
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■２（２）イタリア留学フェア 2016 開催
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
イタリア文化会館東京が「イタリア留学フェア 2016」を、
11 月 11 日（金）と 12 日（土）に開催します。
これは、イタリア政府機関により世界各地で開催される
「世界イタリア語週間」の一環として行われるイベントです。
現地の語学学校、専門学校(美術・ファッション、料理など)、大学等が
個別にブースを出展し、日本語で相談に応じてくれます。
また、当日は舞台パフォーマンスや映画上映会等も同時に開催。

イタリアに興味のある全ての皆さんが楽しめるイベントです。
□日時：11 月 11 日（金）
，12 日（土）10：30～19：00
□会場：イタリア文化会館 http://studyinitaly.jp/fair/access.html
（新宿駅より都営新宿線で 10 分→ 九段下駅(2 番出口)から徒歩 10 分）
□詳細： http://www.studyinitaly.jp/fair/
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■３『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ
グローバル人ってどんな人？！
第二回：日本での留学生との関わり－友人として教師として
文教大学文学部准教授 福田倫子先生
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
先月から始まった福田倫子先生によるリレーエッセイ『グローバル人ってどんな人？！』
、
第一回「外国に住んでみた－多数派でない私」は、いかがでしたか？
福田倫子先生のプロフィールはこちら https://goo.gl/uuJpVu
第一回のエッセイはこちら https://goo.gl/kgjlZQ
マレーシアにて、世界のどこにいても「自分は自分なんだ」と気付いた福田先生。
帰国後、大学院に復学して外国人留学生に囲まれた生活をスタートさせます。
第二回 本編はこちら https://goo.gl/PmPK1H
外国人留学生は、日本で暮らす人々にとって新風を吹き込でくれる存在なのですね。

国際協力で社会貢献をめざすあなた…
海外ボランティアに参加してみたいあなた…
外国人のスタッフや部下を持つあなた…
そんなあなたの グローバル人としての飛躍の一助になれば幸いです！
★☆**************************************************************************************☆★
◆編集後記◆
GGS の Facebook ページをご覧になったことはありますか？国際交流や就活に関するお役立ち情報を、
タイムリーにかつ気軽にチェックできます（https://www.facebook.com/ggsaitama/）。移動時間などを
利用して、是非ご覧くださいね。今月も最後までお読みいただき、ありがとうございました！（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】
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
（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

