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

■１ （１）平成 30年度 「埼玉発世界行き」奨学生募集のご案内 

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

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 

世界で活躍出来るグローバル人材の育成を目指しています。 

この度、海外留学を目指す志高い若者を対象として平成 30 年度「埼玉発世界行き」奨学生を

募集します。 

この奨学金は、埼玉県の補助金と企業や篤志家の皆様からの寄付により設置した 

「埼玉グローバル人材活躍基金」により（公財）埼玉県国際交流協会が運営する 

給付型の奨学金です。 

今年度は、冠奨学金を昨年度から大幅に拡充しました。 

 

□募集コース 

① 学位取得コース（10 人・100万円） 

② 地域活躍コース（50 人・20万円） 

③ 高校生留学コース（30 人・50万円） 

④ 冠奨学金（13種類 16 コース・50～120 万円） 

□応募期間 4月 16 日（月）～5月 31 日（木） 
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◇詳細は、以下のホームページで募集要項をご確認ください。 

→ http://www.ggsaitama.jp/for-japanese/studying-abroad/ 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 （２）グローバルキャンプ埼玉 2018 夏 参加者募集のご案内 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

この夏、埼玉県で疑似留学体験ができる英語プログラムを開講します！ 

埼玉にいながら英語によるプレセンテーションやディスカッションの実践をはじめ、外国青

年との交流などの留学体験や英語による日本文化の講義が受けられる充実したプログラムと

なっています。 

お気軽にご参加ください！ 

 

□募集期間： 平成 30年 5月 1日(火)～6 月 8日(金) 

□日  程： 第１回 8 月 14日(火)～8 月 18日(土) 

第２回 8 月 21日(火)～8月 25日(土) 

□場  所： 県民活動総合センター(伊奈町) 

□対  象： 英語で日常会話が可能な方(高校生、大学生、社会人の方) 

      ※ただし埼玉県在住または在学、在勤の方に限ります。 

□参 加 費： 24,000円(和室)～又は 26,000円(洋室) 

 

◇詳細は、埼玉県庁ホームページ(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 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  （３）募集 Global Career Fair 2018 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、 

Global Career Fair を開催します。就職活動中の学生はもちろん、これから就職活動を 

始める学生や既卒者の皆さんも対象です。 

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、あなたをお待ちしています！ 

 

□開催日時：6月 18 日（月）12時～16 時 30分 （受付 11 時 30 分～） 

□場  所：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：大学院・大学・短大・専門学校等の 

外国人留学生・留学経験のある日本人学生（既卒者含む） 

□スケジュール 

      12:00～13:00：就活ガイダンス（全学年・既卒者対象） 

              面接ビジネスマナー講座（全学年・既卒者対象） 

      13:00～16:30：インターンシップ説明会（全学年・既卒者対象） 

http://www.ggsaitama.jp/for-japanese/studying-abroad/
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/global/globalcamp.html
https://www.sonic-city.or.jp/?page_id=178
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              就職面接会（2019年 3月卒業生・既卒者対象） 

◇お申込み・詳細は GGS ウェブサイトをご覧ください。 

(事前申し込みをすると当日の受付がスムーズです！) 

http://www.ggsaitama.jp/information9706/  

 

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

  （４）県の姉妹州 オーストラリア・クイーンズランド州に留学する奨学生 

（高校生）募集のお知らせ 

－今年の夏は学費及びホームステイ費免除で留学体験！－ 

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

本県の姉妹州であるオーストラリア・クイーンズランド州へ留学する奨学生（高校生）を募

集しています。 

奨学生は８月に１６日間、クイーンズランド州の高校への通学及び一般家庭でのホームステ

イを通して、語学学習や異文化体験を行います。 

両県州の姉妹友好提携３０周年を記念して平成２７年度から開始された本事業は、授業料 

及びホームステイ費免除の大変魅力的な特典付きです。 

 

□プログラム名： 埼玉県・クイーンズランド州スカラシップ＜高校生短期留学＞ 

□留 学 先：クイーンズランド州立イェプーン高校（予定） 

□留学期間：平成３０年８月４日（土）～１９日（日）の１６日間（予定） 

□募集人員：３人（選考有） 

□特 典：学費及びホームステイ費の免除 

□応募締切：平成 30 年 5 月 22日（火）（必着）まで 

 

◇詳細は、下記のホームページで募集要項をご確認ください。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/h29qldhss-scholarship.html 

 

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

  （５）FM NACK5 高校生海外スポーツ研修プログラムの参加者を募集します 

－夏休みにクイーンズランド州でスポーツに挑戦！－ 

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

今年も GGSでは、株式会社 FM NACK5の御支援をいただき、埼玉県の姉妹州オーストラリア・ 

クイーンズランド州において FM NACK5 高校生海外スポーツ研修プログラムを実施します。 

様々なスポーツトレーニングを通じて運動能力の向上やリーダーシップ育成を目指すとと 

もに、現地の高校生との交流も図ります。 

 

□実施期間：平成 30 年 8月 25日（土）～31日（金）（5泊 7 日） 

 □研修場所（宿泊先）： 

・ゴールドコースト近郊ホテル……26 日、1泊  

・スポーツスーパーセンター（クイーンズランド州立施設）…27日以降、4泊 

http://www.ggsaitama.jp/information9706/
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 □募集人数：8 名（書類審査及び面接にて参加者を選考します。） 

□応募要件：以下のいずれかの要件に該当する者 

（１）県内に在住し、高等学校に在籍する者 

（２）県内の高等学校に在籍する者 

□参加費：3万円 

(他に国内交通費、パスポート取得費、海外旅行保険加入費、その他個人の責に帰する 

事由により生じた費用等が必要です。) 

□応募受付期間：平成 30年 5月 1日（火）～6月 5日（火） 

□申込方法 

以下のホームページに掲載している募集要項等を確認の上、必要書類を郵送（特定記録

郵便又は簡易書留）又は持参にて提出してください。 

 

◇詳細は、ホームページをご覧ください。 

http://www.ggsaitama.jp/fm-nack5-program2018/ 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  ■２ 欧州留学フェア 2018 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

ヨーロッパ全土から集まった高等教育機関の担当者と会える留学イベントです！ 

フランスからは今年もイベント内で最も多い 20もの教育機関が参加します！ 

第７回目の開催となる今年は過去最多の 22か国が参加します。 

80校を超える高等教育機関の代表者に会って直接相談することができる、またとない 

機会です。 

 

 □開催日 5月 19 日(土)、20日(日) 

 □会 場 1)東京会場：明治大学 駿河台キャンパス 5 月 19日(土)11:00～18:00 

       2)大阪会場：大阪国際交流センター    5 月 20 日(日)12:00～18:00 

 □費 用 入場無料 

◇『欧州留学フェア 2018』の開催時間、講演会のプログラム、来日する教育機関のリス 

トなどの情報は、下記公式サイトをご覧ください。 

公式サイト：www.ehef-japan.org/ 

 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

■３ 『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ 

     Well-beingな生き方 ～心健やかに、共に生きる～ 

第２回 「化粧療法で救う在日外国人のココロ。」 

Well-being Make 代表  尾崎のりこさん 

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

『埼玉育ちのグローバル人』は、先月号からお迎えしている、 

狭山市で Well-being Make 代表を務める尾崎のりこさんの第２回目です。 

 

www.ehef-japan.org/
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女性にとって美しさへの思いは万国共通！！ 

現在の活動につながる“メンタルヘルス”との出会いとは？！ 

 

尾崎のりこさん プロフィールはこちら → https://goo.gl/KPejat 

第 1 回エッセイ 本編はこちら     → https://goo.gl/8jZYK2 

第 2 回エッセイ 本編はこちら     → http://ur0.link/JBH9 

 

 

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

◆編集後記◆ 

桜の季節から新緑が目に鮮やかな季節に替わりましたね。この春、新しい世界に飛び出され

た方もいらっしゃるのではないでしょうか？私も実は同じで、本年度から GGS で、このメー

ルマガジンの担当をさせていただくことになりました。皆さまのお役に立てる情報を発信で

きるよう、努めてまいります！今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。（Y.T） 

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

＊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-6e13028a470407e7ce8b8b6175

4cfe52 

【外国人会員】 

https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mclh-mfpdm-7857e59e198e11e0ebdb0aec83

8d34c4 

【団体会員】 

https://reg34.smp.ne.jp/regist/is?SMPFORM=mclh-mfpdq-f4990b2cdc9405cf5fc7530014a

bb938 

【「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 
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E-mail global@sia1.jp （sia の次は数字の１です） 

HP http://www.sia1.jp/globalnet.html 
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