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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 12 月 28 日 

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

◆もくじ（CONTENTS）◆ 

1 埼玉県及び GGS からのお知らせ 

（１）【募集】“日本語パートナーズ”派遣事業 台湾４期募集開始 

（２）【募集】GGS 留学生×グローバル企業 交流かるた大会 

（３）県ホームページの自動翻訳サービス開始 

（４）【募集】メキシコへの派遣奨学生（２０１９年派遣者）募集中 

―埼玉県の代表として留学に挑戦してみませんか？― 

 

2 イベント 

  （１）国際機関の仕事を目指すあなたに 国連普及啓発シンポジウム開催 

（２）第１７回 さいたま市外国人による日本語スピーチ大会開催 

 

3 『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ 

   ドミニカっ子と過ごした 2年間 

第１回 「ドミニカっ子に会いに行こう！（巡回活動編）」 

長江 茉莉子さん 

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

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

１（１）【募集】“日本語パートナーズ”派遣事業 台湾４期募集開始 

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

独立行政法人国際交流基金アジアセンターは、幅広い世代の人材をアジア諸国に派遣し、現

地日本語教師や学習者のパートナーとして日本語や日本文化の魅力を伝える“日本語パート

ナーズ”派遣事業を実施しています。 

現在、“日本語パートナーズ”派遣事業の参加者を募集しています。 

 

□派遣先／募集人数／派遣期間（予定）： 

     台湾４期／15名／2019年 9 月 ～ 2020年 6月 

 

□応募方法：ウェブサイトで受付の上、応募書類等を国際交流基金アジアセンターに郵送 

http://jfac.jp/partners/apply/ 

 

□応募締切：2019 年 1月 24日（木） 

 

□活動内容：現地日本語教師が行う授業への協力や授業や課外活動における生徒との交流 

http://jfac.jp/partners/apply/
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など実際の活動の様子は、ウェブサイトをご覧ください。 

ホームページ：http://jfac.jp/partners/ 

 

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

１（２）【募集】GGS 留学生×グローバル企業 交流かるた大会 

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

学生と企業との交流事業の一環として、GGS かるた大会＆交流会を開催します。留学生の採

用に積極的な県内の優良企業が参加します。 

競技かるたの体験＆チーム対抗かるた大会を行った後、交流会を開催します。 

ここで交流を深め、今後の就職活動に弾みをつけてはいかがでしょうか。 

 

□日 時：2019年 2 月 8日（金） 

     13：30～18：00（受付 13：00～） 

 

□会 場：埼玉大学 

 

□対 象：GGS大学会員に在籍する外国人留学生及び留学経験のある日本人学生 

 

□定 員：30名 ※応募者多数の場合、抽選とさせていただきます 

 

□参加費：無料 

 

□内 容：13：30～16：00 競技かるた体験＆チーム対抗かるた大会 

             競技かるたを通じて、日本の伝統文化を体験します 

     16：15～18：00 交流会 

             ・かるた大会順位発表（豪華賞品あり） 

             ・参加企業との懇親会 

 

□申込締切：2019 年 1月 31日（木） 

 

□問い合わせ：グローバル人材育成センター埼玉（GGS） 

       電話：048-833-2995 メール：ggs-job@sia1.jp 

 

◇申込方法などの詳細は、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。 

http://www.ggsaitama.jp/information10746/ 

 

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

１（３）県ホームページの自動翻訳サービス開始 

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

外国人住民や訪日外国人などに正確に県政情報をお伝えするため、県ホームページの日本語

http://jfac.jp/partners/
mailto:ggs-job@sia1.jp
http://www.ggsaitama.jp/information10746/
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情報を、英語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、韓国語、ベトナム語、スペイン語、ポル

トガル語へ機械翻訳することができるようになりました。ぜひ、ご活用ください。 

 

◇県ホームページ 

 https://www.pref.saitama.lg.jp/foreignlanguage/index.html 

 

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

  １ （４）【募集】メキシコへの派遣奨学生（２０１９年派遣者）募集中 

―埼玉県の代表として留学に挑戦してみませんか？― 

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

外務省が行うメキシコ合衆国へ奨学生を派遣するプログラムに、メキシコ州と姉妹提携を結

んでいる埼玉県を代表して参加する奨学生を募集します。 

奨学生には、留学先の入学金・授業料免除、東京・メキシコシティ間往復航空券支給、滞在

費の一部補助など特典がある大変魅力的なプログラムです。 

向学の志に燃え、本県を代表して、本県と姉妹友好州との友好親善の礎となる方、是非ご募

集をお待ちしております！（応募締切２０１９年１月７日必着） 

 

◇詳細は、以下のホームページをご覧ください。 

 ○埼玉県日墨戦略的グローバル・パートナーシップ研修計画 

 http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/nichiboku-shogakusei.html 

 

◇お申込・お問い合わせは、埼玉県庁国際課国際戦略担当へお願いします。 

 電話：048-830-2713 メール：a2705-09@pref.saitama.lg.jp 

 

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

  ２ （１）国際機関の仕事を目指すあなたに 国連普及啓発シンポジウム開催 

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

国際機関で仕事をしたいが、自分には難しい、ハードルが高いという不安材料を解消するた

めに、具体的な仕事内容やアプローチの方法などの情報収集が必要です。国際機関をもっと

身近に理解していただくため、各機関で働くパネリストの方々をお迎えしてシンポジウムを

開催いたします。ご興味のある方はどなたでもご参加ください。 

 

□日 時：2019年 1 月 26日（土） 

     13：30～（開場 13：00～） 

 

□会 場：東京ウィメンズプラザホール（B1） 

 

□定 員：100名 

 

https://www.pref.saitama.lg.jp/foreignlanguage/index.html
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/nichiboku-shogakusei.html
mailto:a2705-09@pref.saitama.lg.jp
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□参加費：無料 

 

□申込締切：2019 年 1月 24日（木）必着 

 

□問い合わせ：日本国際連合協会 東京本部 

       電話：03-5294-6542 FAX：03-5294-6540 

 

◇申込方法などの詳細は、日本国際連合協会東京本部のホームページをご覧ください。 

 https://www.tokyo-icc.jp/kokuren/symposium.html 

 

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

  ２ （２）第１７回さいたま市外国人による日本語スピーチ大会開催 

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

今回が１７回目となる、さいたま市外国人による日本語スピーチ大会が開催します。今回の

テーマは、「～さいたまに来て、見て、感じて～アナタは何しに、さいたまへ？！」です。ご

家族、ご友人お誘い合わせの上、ご来場ください。 

 

□日 時：2019年 2 月 2日（土） 

     開演 13：00～（開場 12：00） 

 

□会 場：浦和コミュニティセンター 多目的ホール 

     コムナーレ 10階（浦和パルコ上） 

     JR線「浦和駅東口」より徒歩 1分 

 

□入場料：無料 

 

□問い合わせ：公益社団法人さいたま観光国際協会 

       埼玉県さいたま市浦和区東高砂町 11-1 コムナーレ 9階 

       電話：048-813-8500 FAX：048-887-1505 メール：iec@stib.jp 

 

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

３ 『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ 

     ドミニカっ子と過ごした 2 年間 

第１回 「ドミニカっ子に会いに行こう！（巡回活動編）」 

青年海外協力隊 2016 年度 2 次隊  長江 茉莉子さん 

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

今月から新しいエッセイがスタートします。今回執筆をしてくださるのは、長江茉莉子さん。

青年海外協力隊 2016 年度 2 次隊としてドミニカ共和国へ行っており、帰国してまだ間もな

いとのこと。どんなエッセイを届けてくれるのでしょうか。 

 

海外に飛び出したいあなた… 

https://www.tokyo-icc.jp/kokuren/symposium.html
mailto:iec@stib.jp


5 

日本と世界の架け橋になりたいあなた… 

そんな読者の皆さんのお役に立てるエッセイです。 

 

長江 茉莉子さん プロフィールはこちら 

http://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2018/12/883051824e366386066d7c6e8a9479b9.pdf 

第１回エッセイ 本編はこちら 

http://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2018/12/6a3e7b3e20770d551dcef9e1bad65a44.pdf 

 

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

◆編集後記◆ 

長江さんのエッセイいかがだったでしょうか？帰国して間もない長江さんから届いた、現地

での様子はとても新鮮で読んでいて熱が伝わってきましたね。さて、2018 年も残すところあ

と数日となってしまいました。みなさん、やり残したことはないですか？この一年どんな年

になりましたか？やりたいなと思っていることはやって、気持ちも新たに 2019 年のスタート

を切りましょう♪（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-

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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