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★☆***********************************************************************☆★ 
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  （１）3/23（土）「埼玉発世界行き」留学準備セミナー開催 

  （２）3/20（水）ジョブフェス埼玉 2019開催 

  （３）2019年度埼玉県立高等学校「多文化共生推進員」の募集について 

 

2 イベント 

  （１）3/15（金）、3/16（土）カナダ留学フェア 2019開催 

（２）3/25（月）春の英国留学フェア 2019開催 

    （３）第 29 回 IBPグローバル留学奨学金 2019海外留学奨学生募集 

  （４）第 43回アジアの祭典・チャリティーバザーにサモア独立国大使館が出展 

 

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３回 「ハポニョール（Japoñol）になった私」 

長江 茉莉子さん 

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

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

  １ （１）3/23（土）「埼玉発世界行き」留学準備セミナー開催 

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

2019 年 3 月 23 日（土）14 時からソニックシティホール国際会議室で、留学準備セミナーを

開催します。 

当日は、2019 年度「埼玉発世界行き」奨学金の説明のほか、留学から帰国した先輩たちの体

験談や各国大使館等からの留学情報を聞くことができます。 

 

□日 時：2019年 3 月 23日（土） 14：00～17：00 

 

□会 場：ソニックシティホール４階国際会議室 

     （JR大宮駅西口より徒歩 5 分） 

 

□内 容：①2019 年度「埼玉発世界行き」奨学金の説明 

     ②姉妹友好州省スカラシップについて 

     ③留学経験者による留学体験談発表 

      ※発表者留学先は、決まり次第ホームページに掲載します 
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     ④各国大使館及び教育機関による情報提供 

      ※参加国等は、決まり次第ホームページに掲載します 

     ⑤個別相談 

 

□参加費：無料 

 

□申 込：事前申し込みは不要です（来場者多数の場合は、立ち席等となる場合があります） 

  

□問い合わせ：グローバル人材育成センター埼玉（公益財団法人埼玉県国際交流協会） 

       電話：048-833-2995   FAX：048-822-3808 

       メール：global@sia1.jp 

 

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

  １ （２）3/20（水）ジョブフェス埼玉 2019開催 

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

埼玉県では、県内企業の魅力を、若者の皆さんにもっと知ってもらうため、さまざまな取り

組みを行っています。県内企業約 120 社が参加する「ジョブフェス」もその一つ。多彩な産

業に触れることのできる絶好の機会です。ぜひご来場ください。 

 

□対 象：2020年 3 月に大学や短大・高専・専門学校など卒業予定者。大学 1・2 年生、 

既卒者・中途採用希望者、高校生、保護者 

     ※高校生は企業の魅力発見ブースの見学ツアーにのみ参加できます。 

 

□日 時：2019年 3 月 20日（水） 11：30～16：00（受付：11：00～） 

 

□会 場：ソニックシティ地下展示場 

     （JR大宮駅西口より徒歩 3 分） 

 

□内 容： 11：30～ 企業の魅力発見ブース 

           参加企業の製品、サービスなどを見て・触れることのできる展示ブ 

ースを事前応募で集まった大学生がプロデュースします。今まで知 

らなかった面白い仕事や魅力的な企業が発見できる体験型のイベン 

トです。 

      13：00～ 合同企業説明会  

           県内企業の人事担当者に直接会って仕事の詳しい話が聞ける、県内 

最大級の企業説明会です。 

 

□参加費：無料、入退場自由 

 

□問い合わせ：埼玉県産業労働部 雇用労働課 

       電話：048-830-4538 FAX：048-830-4851 

mailto:global@sia1.jp
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  １ （３）2019 年度埼玉県立高等学校「多文化共生推進員」の募集について 

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

埼玉県教育委員会では、日本語指導が必要な帰国・外国人生徒が多く在籍する県立高校に非

常勤職員を配置し、当該生徒に対して日本語指導や教育相談等の支援を行っています。 

つきましては、関心のある方は、下記 URLをご覧の上、ご連絡ください。 

 

□問い合わせ：埼玉県教育局県立学校部 高校教育指導課 教育課程担当 

       電話：048-830-6771 

 

◇詳しくは、ホームページをご覧ください。 

http://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/31tabunka-boshu.html 

 

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

  ２ （１）3/15（金）、3/16（土）カナダ留学フェア 2019開催 

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

世界中から集まった人々が、互いに尊敬し合い、調和して暮らす多文化の国。それが、カナダ

です。自然、教育、治安、そして、人柄。すべてにおいて豊かなこの地で、あなたの留学をか

なえてみませんか？ 

カナダ大使館は、毎年春と秋に留学フェアを開催しています。多くのカナダの教育機関が参

加し、ブースにて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。 

 

□日 時：2019年 3 月 15日（金）、16 日（土） 

 

□会 場：カナダ大使館 

（地下鉄銀座線、半蔵門線、大江戸線「青山一丁目」駅 徒歩約５分） 

 

◇詳細は、以下のカナダ大使館 カナダ留学フェア特設サイトをご覧ください。 

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

 

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

  ２ （２）3/25（月）春の英国留学フェア 2019 開催 

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

イギリス留学を検討する方向けのイベントとして、英国の公的な国際文化交流機関ブリティ

ッシュ・カウンシルが主催する唯一の大規模イベント「英国留学フェア」。イギリスの語学学

校、ボーディングスクール、カレッジ、大学から約 30校の代表者が来日し、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

http://www.pref.saitama.lg.jp/f2208/31tabunka-boshu.html
http://www.canada-ryugaku-fair.com/


4 

学に関する疑問について質問できます。イギリス留学をより身近に感じることができるこの

留学フェアをきっかけに、あなたの未来の可能性を大きく広げませんか。 

 

□日 時：2019年 3 月 25日（月） 16：00～21：00 

 

□会 場：ブリティッシュ・カウンシル 

（アクセス https://www.britishcouncil.jp/about/japan/access） 

 

□参加方法：入場無料・予約不要 

      （オンライン事前登録 https://www.britishcouncil.jp/studyuk/fair/registration） 

 

◇詳細は、以下のブリティッシュ・カウンシル ホームページをご覧ください。 

https://www.britishcouncil.jp/studyuk/fair 

 

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

  ２ （３）第 29回 IBP グローバル留学奨学金 2019海外留学奨学生募集 

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

ワシントン大学、カリフォルニア大学バークレー校をはじめとする世界 4 か国 8 大学と提携

し、名門大学での学びと現地インターンシップを通してグローバル人材に成長する留学、そ

れが「IBP プログラム」。日本の未来を担う学生を対象に、グローバル留学奨学生を募集しま

す。 

 

□対 象：18歳以上の学生（2019年 3 月末時点） 

 

□募集人数：特待生 2名（学費・滞在費免除）、準特待生 12 名（学費免除）、 

優待生 55名（学費一部免除） 

  

□研修期間：2019 年秋・2020年春・2020 年秋より約 1年 

      （上記より選択可能。コースにより 9～10ヵ月となる場合があります。） 

 

□応募締切：2019 年 4月 18日（木）必着 

 

□問い合わせ：IBPグローバル留学奨学金 事務局 

       電話 03-6434-1315 

 

◇詳細は、ホームページをご覧ください。 

https://www.iccworld.co.jp/ibp/student/scholarship/ 

 

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

  ２ （４）第 43回アジアの祭典・チャリティーバザーにサモア独立国大使館が出展 

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

https://www.britishcouncil.jp/about/japan/access
https://www.britishcouncil.jp/studyuk/fair/registration
https://www.britishcouncil.jp/studyuk/fair
https://www.iccworld.co.jp/ibp/student/scholarship/
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今年も開催される「アジアの祭典・チャリティーバザー」にサモア独立国大使館を含むアジ

ア・大洋州の約 20 か国の大使館が出展します。 

サモア独立国大使館からは、大好評のサモア産ノニジュースやココナッツを使用したオーガ

ニックソープ、ローション、ボディオイル、サモアデザインのスカーフなどが販売されます。

また、抽選会では、航空券・着物・陶芸品など豪華賞品が当たります。 

 

□日 時：2019年 4 月 10日（水）11：00～15：00 

 

□場 所：ANAインターコンチネンタル東京 地下１階大宴会場  

  

□入場券（抽選券付）：2,000円（寄附） 

   （当日はご購入できない可能性がございます。前売り券のご購入をお勧めいたします。）  

 

□ラッフル券（抽選券）：500円（寄附） 

           （何枚でも購入可能です）  

 

□チケット販売締切：2019年 4月 1日（月） 

 チケット数に限りがございます。チケットとバザー売上金は、アジア・太平洋諸国の女性 

や子供の支援、福祉、教育、医療、災害支援等に寄附されます。 

 

□問い合わせ：サモア独立国大使館 

       電話 03-6228-3692 

 

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

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３回 「ハポニョール（Japoñol）になった私」 

青年海外協力隊 2016 年度 2次隊  長江 茉莉子さん 

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

長江さんによるエッセイも今月号が最終回となります。 

最後に、どんなドミニカ話を届けてくださるのでしょうか？ 

 

海外に飛び出したいあなた… 

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 

第２回エッセイ 本編はこちら 

http://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2018/12/883051824e366386066d7c6e8a9479b9.pdf
http://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2018/12/6a3e7b3e20770d551dcef9e1bad65a44.pdf
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http://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2019/01/b4188391831c6eefb33e8106e820874f.pdf 

第３回エッセイ 本編はこちら 

https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2019/02/3d39509cef9d01a7164e8910e7ee7b4e.pdf 

 

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

◆編集後記◆ 

ドミニカ共和国での経験を届けてくれた長江さんによるエッセイも、今回が最終号でした。

次にエッセイを担当してくださるのは、平成 23年度に「埼玉発世界行き」奨学金を受け中国

に留学をした大内洸太さんです。中国に行った彼がどんな経験をしてきたのか、私たちにど

んな情報を届けてくれるのか楽しみですね。寒さも少しずつ和らいできましたが、インフル

エンザや風邪が大流行しております。みなさん体調に気を付けてお過ごしください。（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 

http://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2019/01/b4188391831c6eefb33e8106e820874f.pdf
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
mailto:global@sia1.jp
http://www.sia1.jp/globalnet.html
https://www.facebook.com/ggsaitama

