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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
2019 年 3 月 29 日
★☆***********************************************************************☆★
◆もくじ（CONTENTS）◆
1 埼玉県及び GGS からのお知らせ
（１）2019 年度「埼玉発世界行き」奨学生募集のご案内
（２）
「サンスーシ・カップ・フレンドリーマッチ２０１９」へ参加する県内大学男子
ラグビーチームを募集
（３）姉妹州省（メキシコ州・山西省）との交流を知事ブログに掲載
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イベント
（１） 5/3（金）
、5/4（土）国際友好フェア 2019 開催、当日ボランティア募集
（２）6/9（日）オーストラリア留学フェア 2019 開催
（３）中国への留学生を募集
（４）第 29 回 IBP グローバル留学奨学金 2019 海外留学奨学生募集
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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
百聞不如一見 ～私の個人的日中交流～
第１回 「16 歳、中国へ飛び込む」
大内 洸太さん
★☆*************************************************************************☆★
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１ （１）2019 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 2019 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。
□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（21 種類 23 コース・50～120 万円）
□応募期間：4 月 2 日（火）～5 月 17 日（金）
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◇詳しくは、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/
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１ （２）「サンスーシ・カップ・フレンドリーマッチ２０１９」へ参加する県内大学
男子ラグビーチームを募集
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
埼玉県の姉妹州ドイツ・ブランデンブルグ州では、例年ジュニア向けのラグビー大会「サン
スーシ・カップ」が開催されています。
今年は本県でラグビーワールドカップ２０１９が開催され、また同州との姉妹提携２０周年
を迎えるにあたり、ラグビー競技の更なる交流を図るため、青少年世代（１８～２６歳）向け
のフレンドリーマッチが特別に開催されます。
そこで、本県の代表としてフレンドリーマッチに参加する県内大学男子ラグビーチームを募
集します。
ラグビーを通じて国際交流を図り、帰国後にグローバル人材として活躍する意欲あるチーム
のご応募をお待ちしています。
◇詳細や応募方法は下記埼玉県国際課ＨＰをご確認ください。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/bugby-bran.html
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１ （３）姉妹州省（メキシコ州・山西省）との交流を知事ブログに掲載
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
埼玉県では、世界の人々と言語、宗教、文化の違いを認め合い、相互理解と信頼を深めてい
くため、積極的に国際交流を行っています。
このたび、メキシコ州及び山西省との交流について、知事ブログに掲載されましたので、ぜ
ひご覧ください。
◇＜知事ブログ：知事の太鼓＞（下記日付の記事をご覧ください。
）
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0301/room-taiko/room-taiko-new.html
★メキシコ州（3 月 15 日（金）の一打）
「姉妹提携 40 周年・メキシコ州と花火交流がスタート」
★山西省（2 月 25 日（月）の一打）
「夢の入口」
◇埼玉県の姉妹友好州省については、下記埼玉県国際課ＨＰをご覧ください。
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/kouryukyoryoku/shimaiyuko.html
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
２ （１）5/3（金）
、5/4（土）国際友好フェア 2019 開催、当日ボランティア募集
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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市民と外国人市民が文化を理解することや、お互いが住みやすい地域づくりを促進すること
などを目的として国際友好フェア 2019 を開催します。
当日は 27 の国と地域、54 団体が出展するほか、国際理解スタンプラリーやフェイスペイント
など、いろいろな催しを楽しむことができます。
なお、このイベントは「春の園芸まつり」と「シビックグリーンさいたま」の２つのイベント
と共同で『花と緑の祭典』として開催します。
□日

時：2019 年 5 月 3 日（金）
、4 日（土）
※雨天決行、一部中止

9：00～16：00（4 日は 15：00 まで）

□会

場：市民の森・見沼グリーンセンター（JR 宇都宮線土呂駅から徒歩約 10 分）

□内

容：【出展ブース】
市内の国際交流活動団体による活動の紹介や展示
民族料理や各国物産品の紹介、展示、販売
【ステージイベント】
世界各国の音楽、民族舞踊などの披露
【交流テント】
フェイスペイント、世界のゲーム、スタンプラリーなど
【姉妹友好都市の紹介】
※出展ブースとステージイベントスケジュールについては調整中です。
決まり次第、ホームページに掲載予定です。

□主催者：さいたま市・
（公社）さいたま観光国際協会
◆◇◆当日ボランティア募集◆◇◆
□日 時：5 月 3 日（金）または 4 日（土）

9：00～16：00 位

□場

所：市民の森・見沼グリーンセンター（JR 宇都宮線土呂駅から徒歩約 10 分）

□内

容：こどもたちへのフェイスペイントの手伝い、世界のゲームの手伝い

□募集締め切り：4 月 12 日（金）
□応募する際の情報：参加希望日（5 月 3 日または 4 日）
、氏名（読み方）
、性別、国籍、
メールアドレス
□問い合わせ：（公社）さいたま観光国際交流協会 国際交流センター
TEL：048-813-8500（日祝休、9：00～18：00）
FAX：048-887-1505
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加藤

E-mail：iec@stib.jp
HP：https://www.stib.jp/event/data/friendship.html
◇応募者が多数の場合は抽選となります。尚、一日参加いただいたボランティアの方には、
謝礼として 500 円相当の QUO カードを用意しています。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
２ （２）6/9（日）オーストラリア留学フェア 2019 開催
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
オーストラリア大使館商務部は「オーストラリア留学フェア 2019」を開催します。オースト
ラリアから来日した教育機関、州政府、留学をサポートする団体などがブースで個別に質問・
相談に応じます。
教育機関は大学、語学学校、カレッジ、小中高校を含む約 40 校が一挙に来日する予定です。
ウェブサイトやパンフレットには載っていない最新情報を直接学校関係者から収集できる、
年に一度の機会です。
また、当日はオーストラリアに関するセミナーや留学体験者の相談コーナーなども設けてお
ります。学校情報だけでなく、オーストラリアでの生活などについても是非ご相談ください。
早めの情報収集であなたの目的に応じたオーストラリア留学を見つけてみませんか。
□日

時：2019 年 6 月 9 日（日）

□会

場：御茶ノ水ソラシティ

11：00～17：00（東京会場）

カンファレンスセンター２F

◇詳細は、以下のフェア公式ウェブサイトをご覧ください。
http://afuee.jp
フェア公式ウェブサイトでは、出展教育機関や奨学金・特典情報、当日のセミナーなどを
ご案内しております。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
２ （３）中国への留学生を募集
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
NPO 法人埼玉県日本中国友好協会は中国への留学生を募集します。留学先は、山西大学、北京
外国語大学、河南大学など５大学です。
□対

象：2019 年 4 月 1 日時点において 18～65 歳で、高校卒業以上の方
（北京外国語大学は 60 歳まで）

□派遣期間：2019 年 9 月 1 日～2020 年 6 月 30 日
□派遣先：山西大学、北京外国語大学、河南大学など 5 大学
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□費

用：全額自己負担

□申し込み：募集案内（NPO 法人埼玉県日本中国友好協会）を御確認の上、5 月 31 日までに
同協会へお申し込みください。
□問い合わせ：NPO 法人埼玉県日本中国友好協会
TEL：048-782-8049
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
２ （４）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
TEL：03-6434-1315

事務局

◇詳細は、ホームページをご覧ください。
https://www.iccworld.co.jp/ibp/student/scholarship/
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
３ 『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ
百聞不如一見 ～私の個人的日中交流～
第１回 「16 歳、中国へ飛び込む」
平成 23 年度「埼玉発世界行き」奨学生
大内 洸太さん
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
今回からエッセイを担当してくださるのは
平成 23 年度「埼玉発世界行き」奨学生の大内 洸太さんです。
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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。

大内 洸太さん プロフィールはこちら
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2019/03/5f0c4049ac300e432eb8e3492b056ee2.pdf
第１回エッセイ 本編はこちら
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2019/03/734c8ba5f1d66b306dfdfb2f1573cf47.pdf
★☆**************************************************************************☆★
◆編集後記◆
今年度も残すところあと数日。春から新生活を送られる方も多いのではないでしょうか？気
持ちも新たに新年度のスタートを切りましょう♪
今月号が年度最後のメルマガ配信となります。拙い文章、編集でしたが、最後までお読みい
ただきましてありがとうございました。次号から担当が代わるかもしれません。引き続きご
愛読よろしくお願いいたします。（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-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
TEL 048-833-2995
FAX 048-822-3808
E-mail global@sia1.jp （sia の次は数字の１です）
HP https://www.ggsaitama.jp/globalnet/
Facebook https://www.facebook.com/ggsaitama
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