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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 

 

 

2018 年 2 月 28 日  

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

◆もくじ（CONTENTS）◆ 

1 埼玉県及び GGS からのお知らせ 

 （１）「埼玉発世界行き」留学準備セミナーを開催 

（２）ワールドストリートサッカーチャンピオンシップ出場チームを募集 

 （３）埼玉国際サッカーフェスティバル 2018 を開催 

 （４）埼玉県警察 少年非行防止大学生ボランティア募集 

 

2 イベント 

 （１）テンプル大学主催 高校生のための英語スキルアップ（春）参加者募集 

（２）カナダ大使館主催 カナダ留学フェア 2018 春 開催 

（３）ブリティッシュ・カウンシル主催 春の英国留学フェア 2018 開催 

 （４）2018 年 JAL スカラシッププログラム 日本人学生参加者募集 

 

3 『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ 

   ເຕະບານが繋いだ世界 

第 3 回 「ພົບກັນໃຫມ່！（ポッカンマイ）また会いましょう！」 

大宮アルディージャ U-12 コーチ  遠藤 竜助さん 

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

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■１ （１）「埼玉発世界行き」留学準備セミナーを開催 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

グローバル人材育成センター埼玉では、未来の日本を担うチャレンジ精神旺盛で世界で活躍

できる「グローバル人材」の育成を目指して、志の高い海外に留学する若者に対し奨学金を

支給しています。 

平成 30 年度「埼玉発世界行き」奨学金の説明や、留学から帰国した先輩たちの体験談、各国

大使館等からの留学情報を聞くことができます。直接相談できる個別ブースも設置していま

すので、留学をご検討中の方はぜひこの機会をご利用ください！ 

 

□日 時：3 月 18 日（日）16 時～18 時 



2 

□会 場：ソニックシティビル 9 階 906 会議室  

さいたま市大宮区桜木町 1―7－5（JR 大宮駅西口より徒歩約 3 分） 

 

※参加費無料・入退場自由・予約不要です。 

 

◇ 詳細は、以下サイトをご覧ください。 

http://www.ggsaitama.jp/information6468/ 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■１ （２）ワールドストリートサッカーチャンピオンシップ出場チームを募集 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

今年 7 月、ドイツで世界 10 か国のチームを集めて開催されるストリートサッカー大会に出場

する男女各 1 チームを募集します。 

選手には、試合以外に県の姉妹州のブランデンブルグ州を訪問していただきます。 

 

□派遣期間（予定） 

平成 30 年 7 月 12 日（木）または 13 日（金）～7 月 23 日（月） 

 

□派遣地 

ドイツ ブランデンブルグ州及びメクレンブルク＝フォアポンメルン州 

 

□対象 

県内在住、在学又は在勤の 18 歳以上 26 歳以下（平成 30 年 7 月 17 日現在）の方 

日本国籍を有する方 

 

□募集チーム数 

男女各 1 チーム 

（同性 4 人でのチーム単位で募集します） 

 

□参加費 

無料 

（往復航空費及び現地交通費、食費、宿泊費は主催者から支給され、その他は自己負担） 

 

□応募方法 

県国際課ホームページ掲載の応募要項を確認の上、参加申込書をチームの代表者が 4 人分を

まとめて簡易書留で郵送又は持参 

県国際課ホームページ 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/soccer-bran.html 

 

□申込期限 

3 月 16 日（金） 

http://www.ggsaitama.jp/information6468/
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/soccer-bran.html
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□大会概要 

ワールドストリートサッカーチャンピオンシップ大会は、10m×15m の壁に囲まれたコート

内で 3 対 3 で対戦するミニサッカーの大会です。 

試合には審判が付かず、選手同士がコミュニケーションを取りながら試合を進めるのが特徴

です。 

サッカー以外にも、世界各国から集まった同年代の選手たちと行う多くの交流プログラムが

用意されていて、会話は全て英語で行われます。 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■１ （３）埼玉国際サッカーフェスティバル 2018 を開催 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシー創出に向け、サッカーを通じて

競技力の向上と国際交流を深めることを目指し、ユース世代を対象とした国際サッカー大会

を開催します。 

海外から、男子 U-16 ではパルメイラス（ブラジル）と全北現代モータース（韓国）、女子

U-18 ではタイ王国女子代表と南オーストラリア州選抜を迎えてハイレベルな戦いが予想さ

れます。 

熱い戦いを是非ご覧ください！ 

 

□大会日程：3 月 17 日（土）・18 日（日）   

□競技会場：浦和駒場スタジアム ほか 

 

併催イベントでは、抽選会やフードコーナー、キックターゲットなど 

観戦される皆様にお楽しみいただけるイベントも開催します。 

 

併催イベント 

□開催日：3 月 18 日（日）9：30～15：30   

□開催場所：浦和駒場運動公園内 

 

◇詳細は、スポナビ！サイタマ！ 

 https://www.pref.saitama.lg.jp/spo-navi/approach/soccer_festival/top.html  

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■１ （４）埼玉県警察 少年非行防止大学生ボランティア募集 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

警察では、少年の非行防止と健全育成を図るため、関係機関・団体、地域社会と連携して、

学習支援や各種体験活動などによる立ち直り支援を行っています。特に大学生ボランティア

は、少年と年齢が近く、これからの活動を通じて信頼関係が構築され、少年の立ち直りに重

要な役割を果たしています。日本人だけでなく、外国人留学生の皆さんの応募もお待ちして

います。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/spo-navi/approach/soccer_festival/top.html
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□活動内容 

・非行少年の立ち直り支援活動（農業体験、学習支援、スポーツ教室等） 

・学校で実施する非行防止教室のアシスタント 

・非行防止キャンペーン 

・街頭補導   

この他にも様々な活動を行っています。自分に合ったペースで活動可能です！ 

 

□応募資格 

県内に居住または県内の大学に通学する大学生（大学院及び短期大学を含む。） 

少年非行問題に取り組む熱意と行動力を持ち、少年の健全育成活動に関心がある方 

※外国人留学生のご応募もお待ちしています。 

 

□応募締切 

 4月 27日（金）窓口必着 

申請書による申し込みのほか、県警ホームページからの電子申請も可能です。 

 

□お問い合わせ先 

埼玉県警察本部少年課 少年サポートセンター（補導育成第二係） 

 TEL：048-832-0110（内線 3113） MAIL：spcenter16@mail.police.pref.saitama.jp 

URL: http://www.police.pref.saitama.lg.jp/c0030/shinse/prs-volunteer.html 

ご案内チラシは⇒⇒ https://goo.gl/4A3QSv  

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■２ （１）テンプル大学主催 高校生のための英語スキルアップ（春）参加者募集 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

日本初の外国大学の日本校であるテンプル大学が高校生を対象にした 

アメリカの大学を体験できる英語プログラムを実施します。 

このメールマガジンをご覧の上お申し込みされる埼玉県在住の高校生は、 

特別料金 18,000円（10％引き）で受講することができます。（先着順） 

 

このプログラムはテンプル大学の学生がアシスタントとして教室に入り、 

講師とともにディスカッションやプレゼンテーションなどのアクティビティを通じて 

参加者のスピーキング力養成のお手伝いをいたします。 

現役高校生ならどなたでも参加可能です。 

 

□日 時：3月 31 日（土）～4月 1日（日）10:00～16:00 

□会 場：テンプル大学ジャパンキャンパス麻布校舎 

□対 象：高校生（新高校 1年生から、3 月卒業予定の高校 3 年生まで） 

□申込時の注意： 

file://///Landisk/SIA共有/106.%20平成29年度共有ファイル/H29ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ担当/17.%20グローバル人材埼玉ネットワークQ/4．メールマガジン/H29_201704-/H30年2月28日/spcenter16@mail.police.pref.saitama.jp
http://www.police.pref.saitama.lg.jp/c0030/shinse/prs-volunteer.html
https://goo.gl/4A3QSv
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 お申し込みフォームの「その他」という項目に「このプログラムをどのようにしてお知り

になりましたか？」という質問事項がございます。 

 「その他」を選び、その下に「埼玉県国際課からの情報」と入力してください。 

 3月 25日（日）までに申し込んでいただければ、特別料金で受講できます。 

□申込・詳細：テンプル大学ウェブサイト 

http://www.tuj.ac.jp/jp/aep/programs/skill-up/spring.html 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■２ （２）カナダ大使館主催 カナダ留学フェア 2018 春 開催 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

カナダ大使館が、「カナダ留学フェア 2018 春」を開催します。 

多くのカナダの教育機関が参加し、日本語で個別相談に応じます。 

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、目的に応じたカナダの学校を見つけるチャンスです。 

 

当日は入退場自由、参加費は無料です。 

 

□日 時：3 月 16 日（金）17 時～19 時 

3 月 17 日（土）11 時～17 時 

     

□会 場：カナダ大使館 https://goo.gl/EpqbR3 

     東京都港区赤坂７丁目３−３８ 

（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） 

※カナダ大使館入場には、写真付き身分証明書の提示が必要です。 

忘れずにお持ちください。 

 

□申込み：http://www.canada-ryugaku-fair.com/registration 

 

□詳細、カナダ大使館主催「カナダ留学フェア 2018 春」特設サイト。 

http://www.canada-ryugaku-fair.com/ 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■２ （３）ブリティッシュ・カウンシル主催 春の英国留学フェア 2018 開催！ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

英国の公的な国際文化交流機関 ブリティッシュ・カウンシルが「春の英国留学フェア 2018」

を開催します。イギリスから約 30 校の教育機関の代表者が来日し、ご来場いただいた皆様の

個別相談に応じます。 

イギリス留学の計画や準備に役立つセミナー、奨学金や留学ビザの相談コーナーなどで留学

に関する疑問について質問できます。 

 

当日は入退場自由、参加費は無料です。 

http://www.tuj.ac.jp/jp/aep/programs/skill-up/spring.html
https://goo.gl/EpqbR3
http://www.canada-ryugaku-fair.com/registration
http://www.canada-ryugaku-fair.com/
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□日 時：3 月 26 日（月）17 時～21 時 

 

□会 場：ブリティッシュ・カウンシル（飯田橋） 

https://www.britishcouncil.jp/about/japan/access 

 

□申込み：http://education-uk-fair.jp/registration 

 

□詳細：ブリティッシュ・カウンシル ホームページ  

https://goo.gl/kwfEss 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■２ （４）2018 年 JAL スカラシッププログラム 日本人学生参加者募集 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

公益財団法人 JAL 財団は、毎年、アジア・オセアニア地域の大学生を日本に招待し、 

研修や文化交流を通じて、相互理解深め、将来のアジア・オセアニア地域と担う若者の育成

を目的とした「JAL スカラシッププログラム」を行っています。 

このプログラムに参加する日本人学生を募集しています。 

 

□日 程：<東京プログラム> 羽田・天王洲・北浦和等にて開催予定 

7 月 9 日（月）～7 月 14 日（土）及び 7 月 16 日（月）夕刻 

       

□募集人数：若干名 

 

□参加条件：・明るく協調性があり、健康であること 

・日本国内の大学・大学院に在学していること 

・20 歳以上 25 歳以下であること  

      ※プログラム中の使用言語は主に日本語です。 

 

□応募締切：４月 9 日（月）17 時まで 

 

□応募方法や詳細、公益財団法人 JAL 財団ホームページ。 

http://www.jal-foundation.or.jp/001jalsc/topics.html 

ご案内チラシは⇒⇒ https://goo.gl/sXkMW3 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■３ 『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ 

    ເຕະບານが繋いだ世界 

第 3 回 「ພົບກັນໃຫມ່！（ポッカンマイ）また会いましょう！」 

https://www.britishcouncil.jp/about/japan/access
http://education-uk-fair.jp/registration
https://goo.gl/kwfEss
http://www.jal-foundation.or.jp/001jalsc/topics.html
https://goo.gl/sXkMW3
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大宮アルディージャ U-12 コーチ  遠藤 竜助さん 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

とうとう最終章を迎えました！ 

『埼玉育ちのグローバル人』遠藤さんによるリレーエッセイ第 3 回目です。 

 

サッカーによって繋がる世界。 

スポーツの力はすごい…改めて感じます。 

最終回はたくさんのお写真とともにお届けいたします！ぜひお楽しみください！！ 

 

遠藤 竜助さんのプロフィールはこちら → https://goo.gl/LDmzoi 

第 1 回エッセイはこちら         → https://goo.gl/4hNqk2 

第 2 回エッセイはこちら        → https://goo.gl/htyraF 

第 3 回本編はこちらです！！     → https://goo.gl/xiss2W 

 

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

◆編集後記◆ 

だんだんと日が伸びて、梅の優しい香りが少しずつ春を感じさせる今日この頃。 

3 回にわたりお届けした遠藤竜助さんのエッセイ、いかがでしたでしょうか？ 

お忙しい中エッセイの執筆を快諾してくださった遠藤さんに、この場をお借りして 

お礼を申し上げます。 

来月号からは新たにエッセイストをお迎えし、新連載がスタートします。お楽しみに♪（S.I） 

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

＊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 

https://goo.gl/LDmzoi
https://goo.gl/4hNqk2
https://goo.gl/htyraF
https://goo.gl/xiss2W
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-mfpdq-f4990b2cdc9405cf5fc7530014abb938
http://r34.smp.ne.jp/o/Pg/3348977/FHgXg7H7ci0D/out?stop-shougakusei=k
http://www.sia1.jp/globalnet.html
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Facebook https://www.facebook.com/ggsaitama 

https://www.facebook.com/ggsaitama

