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★☆***********************************************************************☆★
◆もくじ（CONTENTS）◆
1 埼玉県及び GGS からのお知らせ
（１）外国人案内ボランティア育成講座
（２）教員のための SDGs 勉強会～ワークで学ぶ SDGs～
（３）【夏休み企画】企業訪問＆座談会ツアー
（４）埼玉県南部地域合同企業面接会～正社員限定～
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イベント
アメリカ留学 EXPO2018～アメリカ大使館主催～
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『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ
～アクティブで行こう！な私の生きる道～
第３回 「 行動力こそがすべて～無理だと思っていた世界へ～ 」
芝田 絵梨佳さん
★☆*************************************************************************☆★
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１（１）外国人案内ボランティア育成講座
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
オリンピック・パラリンピックなど世界的なスポーツ大会の開催が目前となり、
多くの外国人の来県が見込まれています。埼玉県を挙げて、おもてなしの心でお迎えしてみ
ませんか。
外国人の皆様もぜひ御参加ください！
【第３期募集分】
★越谷市中央市民会館 ＜越谷市会場（100 名）＞
平成 30 年 10 月 23 日（火）
、30 日（火）10:00~16:00
≪応募締切 平成 30 年 9 月 21 日（金）17:00≫
★熊谷文化創造館さくらめいと ＜熊谷市会場（100 名）＞
平成 30 年 11 月 4 日（日）
、11 日（日）10:00~16:00
≪応募締切 平成 30 年 10 月 3 日（水）17:00≫
★東松山市民文化センター ＜東松山市会場（100 名）＞
平成 30 年 11 月 19 日（月）
、26 日（月）10:00~16:00
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≪応募締切

平成 30 年 10 月 19 日（金）17:00≫

・応募者多数の場合は抽選
・県内に在住、在勤、在学の１６歳以上の方であれば語学力は問いません。
・講座は、２日目の語学レッスンを除き基本的に日本語で行います。
・東京 2020 オリンピック・パラリンピック関連のボランティアとは異なります。
・全１２回開催予定
・申込方法などの詳細及び第４期募集の日程は、
埼玉県国際交流協会ホームページ http://sia1.jp/topics/annaivolunteer/ を御覧くだ
さい。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１（２）教員のための SDGs 勉強会～ワークで学ぶ SDGs～
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
世界に横たわる多くの課題と、その解決に向けて全世界で取り組む目標である SDGs。今回は、
教室でできる体験学習やゲームで SDGs を学ぶ手法を紹介します。
次世代を担う子ども達にも身近に感じられる暮らしの中のテーマを通じて、今私たちにでき
ることを考えてみませんか。
SDGs に関心のある一般の方の参加も大歓迎です！
ぜひ、ご参加ください！
□日
時：平成 30 年 9 月 8 日（土）13:00～16:30
□会
場：コーププラザ大宮（JR 宮原駅西口 徒歩 5 分）
□定
員：先着 70 名
□参 加 費：無料
□主な内容：①SDGs って、何だろう？
②グループワーク（体験型学習）から SDGs を学ぼう！（分科会 1）
③SDGs に関する授業実践報告（分科会 2）
□申込方法：8 月 31 日（金）までに、①氏名（ふりがな）
、
②所属（教員、学生、その他、など）
、③所属団体（学校等）、④電話番号、
⑤希望分科会を明記し、ファックス、メール、郵送のいずれかでお申し込み
ください。
□締
切：平成 30 年 8 月 31 日（金）
□問合せ先：詳細はグローバル人材育成センター埼玉（GGS）ホームページをご覧ください。
HP アドレス：http://sia1.jp/topics/30kyoinseminar/
TEL：048-833-2992 FAX：048-833-3291 E-mail：jigyo@sia1.jp
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１（３）
【夏休み企画】活躍している先輩社会人にインタビューしてみよう！
～企業訪問＆座談会ツアー～
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
GGS 就職マッチング＆フォローアップシステムに登録いただいた外国人留学生（大学 3 年生
を中心に 4 年生も可）を対象に、埼玉県にゆかりのある企業の魅力発信を目的とした埼玉県
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内企業訪問＆座談会ツアーを開催します。（申込後の登録可）
埼玉県の魅力ある優良企業を発見できたり、先輩から生の声を聞けたり、日本で働くイメー
ジを持つための絶好の機会です。これから就活を控える外国人留学生の皆さん、ぜひお申込
みください。
□日
時：平成 30 年 9 月 14 日（金）9 時 30 分～17 時 30 分
□訪問企業：◇『モノを包む』包装機械メーカーのパイオニア
大森機械工業株式会社
◇Nexus グループ総合物流サービス企業
篠崎運輸株式会社
◇企業説明と先輩社員との座談会を予定しています。
□参 加 費：無料 ランチ付き＆参加賞（交通費相当分）
□定
員：１５名
※申し込み多数の場合は、抽選となります。参加者に集合時間、場所などの連絡を致します。
□申込方法：下記必要事項を E-mail（ggs-job@sia1.jp） で送信してください。
①氏名②ふりがな③性別④大学名⑤学部・学科名⑥学年⑦出身国⑧電話番号
⑨メールアドレス
□締
切：平成 30 年 9 月 7 日（金）
□問合せ先：詳細はグローバル人材育成センター埼玉（GGS）ホームページをご覧ください。
HP アドレス：http://www.ggsaitama.jp/information6996/
TEL：048-833-2995 E-mail：ggs-job@sia1.jp
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１（４）埼玉県南部地域合同企業面接会～正社員限定～
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
川口市・蕨市・戸田市の企業４２社が参加する合同企業面接会を開催します！
□日
時：平成 30 年 9 月 12 日（水）１３時～１６時
□会
場：川口駅前市民ホール「フレンディア」
（川口市）
□参 加 費：無料、入退場自由
□対
象：①平成 31 年 3 月卒業予定の大学・大学院・短大・専門学生、②４０歳未満の人
□問合わせ：埼玉県南部地域振興センター
HP アドレス：http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b0102/index.html
TEL：048-256-1110
※事前申し込みは不要です。履歴書なしでも参加可能です。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
2 アメリカ留学 EXPO2018～アメリカ大使館主催～
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
「アメリカ留学 EXPO」は、アメリカ大使館が主催する年に一度の留学イベントです。
アメリカの大学担当者や卒業生から直接話が聞け、アメリカの大学・大学院への留学・進学、
模擬授業など、各種セミナーも実施します。
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□日
時：平成 30 年 9 月 8 日（土）12:00～18:00
□会
場：御茶ノ水ソラシティ カンファレンスセンター（JR 御茶ノ水駅 徒歩１分）
□参 加 費：入場無料、入退場自由（事前オンライン登録を推奨）
□問合せ先：詳細はアメリカ留学 EXPO2018 ホームページをご覧ください。
HP アドレス：http://americaexpo.jp
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
■3 『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ
～アクティブで行こう！な私の生きる道～
第３回 「行動力こそがすべて～無理だと思っていた世界～」
芝田絵梨佳さん
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
『埼玉育ちのグローバル人』は、先々月号からお迎えしている、芝田絵梨佳さんの最終号で
す。
ご自分のことを『アクティブ』とおっしゃる芝田さん。
その『アクティブさ』は学生時代と社会人時代にも健在だった模様。
『充実だった』という
芝田さんの学生時代、社会人時代をちょっとだけのぞかせていただきましょう！
芝田絵梨佳さん プロフィールはこちら
https://bit.ly/2nd4BRx
第１回エッセイ 本編はこちら
https://bit.ly/2ARib6W
第２回エッセイ 本編はこちら
https://bit.ly/2AKz2YT
最終回エッセイ 本編はこちら
http://bit.ly/2LfYNjO
★☆**************************************************************************☆★
◆編集後記◆
今月最終号だった芝田絵梨佳さんのエッセイいかがだったでしょうか。海外に行くきっかけ、
タイミングは人それぞれです。私の場合、就職を控えて卒論を執筆していた卒業間近に、や
っぱり国際協力の道へ進みたい！と、休学をして海外へ行きました。後悔してからでは遅い
ので、やりたいと思ったことは絶対にやっておいた方がいいと思います。
「鉄は熱いうちに打
て」ということわざがありますが、思ったときに行動することが大切だと思います。（Y.K.）
★☆***************************************************************************☆★
＊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
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【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
（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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