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

◆もくじ（CONTENTS）◆ 

1 埼玉県及び GGSからのお知らせ 

 （１）募集 「埼玉発世界行き」冠奨学金 平成 29 年度奨学生 [締切 6 月 15 日] 

 （２）募集 日本人・外国人留学生向け GGS 就職面接会 [開催 7 月 4日] 

（３）募集 埼玉県内で疑似留学体験 [締切 6 月 8日・開催 8 月 15 日～／8 月 22 日～] 

 

2 イベント・認定試験  

 6月 24日（土） 海外留学フェア 2017 

 

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 3回 商社勤務、そして起業。1 人から 20人に。 

    株式会社デジタルベリー 代表取締役 赤羽根 康男さん 

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

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■１ （１）募集 「埼玉発世界行き」冠奨学金 平成 29 年度奨学生 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

GGS では、海外留学を目指す志高い若者を対象として、平成 29 年度「埼玉発世界行き」冠奨

学金の奨学生を募集しています。 

 

この奨学金は、今年度から新たに始まった制度で、企業や個人がスポンサーとなって留学を

応援するものです。 

 

「経済的理由で留学を諦めたくない」 

「世界に羽ばたきたい」 

そんな熱い想いを抱いたあなた、是非チャレンジしてみませんか。 

 

□募集コース： 

カネパッケージマングローブ奨学金（50 万円×2人） 

カルソニックカンセイ未来奨学金（55 万円×1人、135 万円／年×1 人） 

はばたけ！女性応援奨学金（100 万円×5 人、120 万円／年×3 人） 
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□選考スケジュール： 

応募締切 [6月 15日(木)] → 書類面接選考 [6月下旬] → 選考結果通知 [7月下旬] 

 

◇募集要項・申請書類などの詳細は GGSホームページをご覧ください。 

http://www.ggsaitama.jp/information8158/ 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■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）13:00～16:30 （受付 12:30～） 

□会  場：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） 

 

◇お申込み・詳細は GGS ホームページをご覧ください 

http://www.ggsaitama.jp/information4055  

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■１ （３）募集 埼玉県内で疑似留学体験 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

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や留学に不安がある方など、多くの方のお申込みを

お待ちしています。 

6 月 8日（木）まで参加申込を受け付けています。 

 

□募集締切：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 

 

http://www.ggsaitama.jp/information8158/
https://www.sonic-city.or.jp/?page_id=178
http://www.ggsaitama.jp/information4055
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◇お申込み詳細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.htm 

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■２ 6月 24日（土） 海外留学フェア 2017 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

年に 1度のチャンス！ 

22 か国・地域の公的機関をはじめ、試験機関や留学経験者に話を聞くことが出来ます。 

留学するか迷っている人、絶対に留学したい人、 

気軽にたくさんのブース・コーナーをまわって、最新情報を集めてみてはいかがでしょうか。 

 

□日 時： 6月 24 日（土）12：00～18：00 

□会 場： 秋葉原 UDX GALLERY 4 階（JR「秋葉原駅」 電気街口より徒歩 2 分） 

□内 容： 各国地域等留学相談ブース・留学体験談コーナー・関連セミナー・資料コーナー 

※入場無料・予約不要 

□主 催： 日本学生支援機構（JASSO） 

 

◇詳細は、日本学生支援機構 海外留学フェア 2017 ホームページをご覧ください。 

http://ryugaku.jasso.go.jp/event/fair/fair_2017/  

 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■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 3回 商社勤務、そして起業。1 人から 20 人。 

     株式会社デジタルベリー 代表取締役 赤羽根康男さん 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

株式会社デジタルベリー赤羽根康男さんによるリレーエッセイも、ついに最終回。 

 

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 回本編はこちら → http://ur2.link/DcHZ  

 

大学生という多感な時期に海外に飛び込み、培われた人間力。 

大学卒業後、商社就職、起業へとご自身を駆り立て、さらには埼玉県のビジネス大賞を受賞

されるほどの会社に成長されました。 

想像を超える難題を、どのように乗り越えて、この先の展望として何を目指していらっしゃ

るのでしょうか・・・。 

 

第 ３ 回本編（最新号）はこちら → https://goo.gl/I0YdGz 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/global/globalcamp.htm
http://ryugaku.jasso.go.jp/event/fair/fair_2017/
https://goo.gl/x4NH5X
http://goo.gl/09SaA4
http://ur2.link/DcHZ
https://goo.gl/I0YdGz


4 

 

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

◆編集後記◆ 

就職活動が本格始動！GGS 一大イベントの「就職面接会」に GGS スタッフ一同、力を入れて

います。学生の皆さんのご来場心よりお待ち申し上げます！（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 
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