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

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■１ 募集 グローバルキャンプ埼玉 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

この夏、埼玉県で留学並みの英語プログラムを開講します！ 

留学したいけど時間などの制約がある方、留学前にシミュレーションしたい方…。 

お気軽にご参加ください！ 

 

募集期間：平成 29 年 5月 1日(月)～6月 8 日(木) 

対  象：英語で日常会話が可能な大学生(高校生や社会人も参加可) 

会  場：埼玉県県民活動総合センター(伊奈町内宿台 6-26) 

日  程：第 1回 8 月 15 日(火)～8月 19 日(土) 

第 2回 8月 22 日(火)～8月 26日(土) 

参 加 費：26,000 円程度 

 

◇詳細や申込方法は埼玉県ホームページ(グローバルキャンプ埼玉)をご覧ください。 

→ https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/global/globalcamp.html 

 

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/global/globalcamp.html
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――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■２ （１）フィリピン留学フェア 2017（フィリピン政府観光局主催） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

今、フィリピン留学が注目されています。 

その理由とは…… 

 

＊ 費用： 他の英語圏に比べて格段に安い 

＊ マンツーマン授業： 欧米ではほとんどない、1対 1の贅沢な内容 

＊ 異文化交流： 台湾、ベトナム、ロシア etc.多国籍な留学生と国際感覚を UP！ 

 

英語留学をお考えの方は、ファーストステップとしてご参加ください。 

 

日 時： 5月 20 日(土)10：00～19：00 

会 場： AP 西新宿 4階(東京都新宿区西新宿 7-2-4 新宿喜楓ビル内) 

内 容： セミナーイベント、個別カウンセリング、留学経験者ブース設置 他 

※入場無料、入退場自由 

主 催： フィリピン政府観光省 

後 援： 文部科学省、外務省、NPO 法人留学協会 

 

◇詳細は、フィリピン留学フェア 2017 ホームページをご覧ください。 

→http://psaa.jp/fair  

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■２ （２）募集 インターンシップ in 海外 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）では、 

「国際化促進インターンシップ事業」の参加者を募集しています。 

グローバル感覚やグローバルビジネス・スキルの強化、 

現地ネットワークの構築などを目指す方、挑戦お待ちしています。 

 

派遣期間： 平成 29 年 9月 20日(水)～平成 30 年 2 月 14日(水)までの 2～5 ヵ月間 

対  象： 主に中堅・中小企業を中心に、海外展開を志向する日本企業の若手人材 

将来、海外ビジネスで活躍することが期待される学生等 

応募資格： 日本国籍保持者。 原則として、満 20歳以上 40 歳以下の方 

募集期間： 6月 1日(木)まで ※企業推薦者 6月 15 日(木)まで 

費  用： 往復航空賃や海外旅行保険などの経済支援を受けられます（大企業所属者を除

く） 
 

◇お問い合わせ先 

ジェトロ 新興国進出支援課 グローバル人材班 

Tel：03-3582-8355 E-mail：bdb-global@jetro.go.jp 

http://psaa.jp/fair
bdb-global@jetro.go.jp
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 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■２ （３）募集 中国留学 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

成長しつづけるビジネス大陸、中国。 

悠久の歴史とパワーあふれるビジネスを併せ持つ中国で、 

語学を超えたグローバル感覚を身に付けたい方、ご応募お待ちしています。 

 

派遣期間： 平成 29 年 9月 1日(金)～平成 30 年 6月 30 日(土) 

対  象： 平成 29 年 4月 1日現在 18 歳以上 65 歳未満 

(北京外国語大学は 60歳未満)で高校卒業以上の方 

心身ともに健康で団体生活ができる方。 

派遣大学： 山西大学、北京外国語大学、河南大学、鄭州大学、大連外国語大学（のいずれか） 

費  用： 留学費用と手続費用は全額自己負担 

（協会が間に入り、書類等のやり取りを大学と行います） 

募集期間： 6月 30日（金）まで 

申込方法：  

１． 募集案内を埼玉県日本中国友好協会で入手 

２． 郵送または持参にて同協会へ提出してください。 

提 出 先： 〒330-0835 さいたま市大宮区北袋町 1-285 てらこやラボ新都心 3 号 

 

◇お問い合わせ先 

特定非営利活動法人埼玉県日本中国友好協会 （048-782-8049） 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■３ 『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ 

   田舎学生の夢「グローバル企業を創る！」 

    第 2回 中国・トルコ・ロシアでの学生交流紀 

     株式会社デジタルベリー 代表取締役 赤羽根康男さん 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

今月号の『埼玉育ちのグローバル人』は、先月号に引き続き、 

さいたま市で Web 制作・作成を展開する株式会社 デジタルベリーの 

代表取締役 赤羽根康男さんです。 
 

 

赤羽根 康男さんのプロフィールはこちら → https://goo.gl/x4NH5X 
 

第 １ 回本編はこちら → http://goo.gl/09SaA4  

第 ２ 回本編(最新号)はこちら → http://ur2.link/DcHZ 
 

 

18 歳でアメリカ、タイを経験して一転した赤羽根社長。 

今回号は、その後の 20代前半、唯一無二の行動力で世界を体感されたお話です。発見の連続

の末に、一体なにを得られたのでしょうか？？ 

https://goo.gl/x4NH5X
http://goo.gl/09SaA4
http://ur2.link/DcHZ
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★☆***************************************************************************☆★ 

◆編集後記◆ 

赤羽根社長の、今回のエッセイ原稿を初めて読んだとき、とても元気がでました。 

私も、熟慮と行動力ある人生を送りたい、と励まされました。（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 

（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 

 

 

https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mclh-mfpdp-6e13028a470407e7ce8b8b61754cfe52
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-mfpdm-7857e59e198e11e0ebdb0aec838d34c4
https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mclh-mfpdq-f4990b2cdc9405cf5fc7530014abb938
https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mclh-mfpdq-f4990b2cdc9405cf5fc7530014abb938
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