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★☆*************************************************************************☆★
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■１ （１）オリンピック・パラリンピックの埼玉開催を PR するテレビ番組放送中
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
番組では、東京 2020 オリンピック・パラリンピックに向け、県内開催会場・競技の紹介や
イベントの様子、埼玉県が誇る有望選手などの情報を発信し、大会を盛り上げます。
ぜひ、ご覧ください。
□放送局：テレビ埼玉
□放送日時：毎週土曜日 12: 55～13:00
□内容：県内で開催される競技の見どころや会場の特色、大会本番に向けた
様々なイベントの様子、有望選手からのコメント。
□その他：放送終了後、番組映像を HP に掲載します。
（http://www.pref.saitama.lg.jp/oly-para/）
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■１ （２）11/7（火）GGS JOB FAIR 2017
グローバル人材向け就職支援イベント
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
日本人・外国人留学生対象 GGS JOB FAIR 2017 を開催します。
就職スタートアップガイダンス、インターンシップ説明会、就職面接会の 3 つのプログラム
をご用意しています。参加費無料！奮ってご参加ください。
□日時：11 月 7 日（火）10:30～16:30（受付開始 10:00～）
□会場：ソニックシティビル 6 階 601 会議室 / 4 階市民ホール
大宮駅西口より徒歩約 3 分 http://goo.gl/3B1id2
□対象者：外国人留学生又は留学経験のある日本人学生
□参加企業：26 社（予定）
参加企業はホームページで随時お知らせします。
http://www.ggsaitama.jp/information8590/

□内容：
10:30～12:00 （受付開始 10:00～ 会場:6 階 601 会議室）
就職スタートアップガイダンス
13:00～16:30 （受付開始 12:30～ 会場: 4 階市民ホール）
インターンシップ説明会、就職面接会
※就職面接会は 2018 年 3 月卒業生・既卒者対象
※就職面接会を希望する方は、必ず履歴書（複数枚、コピー可）を持参してください。
※入退場は自由ですが、面接にふさわしい服装でお越しください。
◇お申込み・詳細は、以下の GGS サイトをご覧ください（WEB 事前申込み）。
http://www.ggsaitama.jp/information8590/

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■１ （３）11/5（日）国際フェア 2017
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
今年で 20 回目となる県内 NGO の祭典「国際フェア 2017」を開催します。
県内 NGO の活動発表や世界の料理、世界の音楽などなど。買って！見て！食べて！楽し
む！！イベントが盛りだくさんです。
埼玉で世界を感じられる「国際フェア 2017」にご家族やお友達みんなで遊びに来てください。
「コープみらいフェスタ in スーパーアリーナ」「医療生協さいたま健康フェスタ」「さいた
ま THE スイーツフェア」と同時開催です。
□日
□会

時：11 月 5 日（日）10:00～16:00
場：さいたまスーパーアリーナ（アクセス
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http://www.saitama-arena.co.jp/access/）

◇詳細は以下の国際交流協会のホームページをご覧ください。
http://sia1.jp/topics/fair2017/
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■２ （１）11/2（木）～3（金）カナダ留学フェア 2017 秋
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
カナダ大使館が主催する「カナダ留学フェア 2017 秋」が開催されます。
カナダの教育機関のスタッフと日本語で留学相談ができるほか、多彩なセミナーや実際にカ
ナダに留学した先輩たちの声を聞くこともできます。
来場者全員に、オリジナル・エコバックをプレゼントしています！
具体的なイメージをつかむことができるプログラムが用意されていますので、ぜひ足を運ん
でみてはいかがでしょうか。
□日

時：11 月 2 日（木）17:00～19:00
11 月 3 日（金）11:00～17:00
□会 場：カナダ大使館（地下鉄青山一丁目駅 A4 出口より徒歩 6 分）
http://www.canada-ryugaku-fair.com/tokyo
□内 容：
カナダの教育機関によるブースでの個別相談
カナダ留学の基本情報・タイプ別の留学紹介・IEC ワーキングホリデーセミナー
留学・ワーキングホリデーの体験者ブース相談会
※入場無料、入退場自由
◇詳細は、以下のフェア特設サイトをご覧ください。
http://www.canada-ryugaku-fair.com

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■２ （２）11/11（土）～12（日）第 11 回イタリア留学フェア 2017
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
イタリア文化会館が主催する「第 11 回イタリア留学フェア 2017」が開催されます。
イタリア各地から来日した大学・語学学校の学校紹介、留学セミナーや相談会も実施されま
す。
休憩スペースでは本場のエスプレッソが楽しめるイタリアンバールを用意しています。
イタリア留学への関心が深められる絶好のチャンスです。
□日
□会

時：11 月 11 日（土）～12 日（日）10:30～19:00
場：イタリア文化会館（地下鉄九段下駅 2 番出口より徒歩 10 分）
http://www.iictokyo.com/access/
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□内

容：
ゼロからわかるイタリア留学コーナー
参加学校による個別相談ブース
留学体験談コーナー
※入場無料
◇詳細は、以下のサイトをご覧ください。
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
アメリカ南部で日本の種をまく
第 2 回 外国から習い、日本を学ぶ
JOI（Japan Outreach Initiative)プログラム 日米草の根交流コーディネーター

村田 彩さん
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
今月の『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイは、先月号からお届けしている JOI
プログラム日米草の根交流コーディネーターの村田彩さん、第 2 回目です。
人見知りだった少女が、異文化との出会いをきっかけに新しい自分を発見し、さまざまな活
動や学びで成長していく姿は、読んでいて活力をもらえた第 1 回目のエッセイでした。
第 2 回目のタイトルは、
「外国から習い、日本を学ぶ」
。
海外留学・日本での学生生活・就職。村田さんはご自身の体験したことをどう活かし次につ
なげ、今があるのか…。
皆さんの目標や夢を実現するためのヒント、ぜひエッセイから掴んでください。
村田 彩さんのプロフィールはこちら
第 1 回本編はこちら
最新号 第 2 回本編はこちら

→
→
→

https://goo.gl/7Cugpn
https://goo.gl/H6H2AU
https://goo.gl/Gq8m2G

★☆***************************************************************************☆★
◆編集後記◆
実りの秋、皆様いかがお過ごしでしょうか。食欲・スポーツ・芸術。たくさんのイベント情
報が飛び交いワクワクできる秋が私は一年で一番好きです♪今回、第 2 回のリレーエッセイ
をお送りしました。まずは実体験をすること。そこからすべてが始まるのではないでしょう
か…。身近にできることからでいい！！一歩を踏み出そう！！（I.S）
★☆***************************************************************************☆★
＊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
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＊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
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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