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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 4 月 26 日 

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

◆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開催のご案内 

（２）高校生対象のオーストラリア短期留学を 4/10（水）から募集開始 

－「令和最初」の夏休みはオーストラリア留学に挑戦！－ 

（３）ドイツの学生や教育指導者との交流、職業体験等にチャレンジしてみませんか？ 

－ドイツ・日本で実施する交流派遣事業－ 

 

2 イベント  

（１）6/17（月）、6/18（火）外国人のための歌舞伎鑑賞教室開催 

（２）5/19（日）欧州留学フェア 2019開催 

 

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 2回 「天津での一年間」 

大内 洸太さん 

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

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

  １ （１）外国人案内ボランティア育成講座開催のご案内 

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

東京 2020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１期募集分】 

★ソニックシティビル ＜さいたま市会場＞ 

 2019年 6月 19 日（水）、6月 26日（水）10:00～16:00 

  ≪応募締切 2019 年 5月 20日（月）17：00≫ 

 

★朝霞市産業文化センター ＜朝霞市会場＞ 

2019年 7月 7日（日）、7 月 14日（日）10:00～16:00 

≪応募締切 2019 年 6月 7日（金）17：00≫ 
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※応募者多数の場合は抽選 

・県内に在住、在勤、又は在学で 15歳以上（中学生を除く）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。 

【応募締切りや申込方法などの詳細及び第 2期以降募集日程】 

 埼玉県国際交流協会ホームページをご覧ください。 

http://sia1.jp/topics/annaivolunteer/ 

 

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

１ （２）高校生対象のオーストラリア短期留学を 4/10（水）から募集開始 

－「令和最初」の夏休みはオーストラリア留学に挑戦！－ 

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

今年 10 月に姉妹提携 35 周年を迎えるオーストラリアのクイーンズランド州へ留学する奨学

生の募集を 4月 10 日（水）から開始しました。 

奨学生は 2週間、オーストラリアのクイーンズランド州立イェップーン高校に留学し、語学

や文化などを学びます。 

両県州の姉妹提携 30 周年を記念して 2015 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。 

 

□事業内容：①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＞ 

②留学先 クイーンズランド州立イェップーン高校 

③留学期間  2019 年 8月 2日（金）～17 日（土）の 16日間（予定） 

      ④募集人員  3名（選考有） 

      ⑤特典  学費及びホームステイ費の免除 

  

□応募締切：2019 年 5月 23日（木）（必着）まで 

 

□応 募 先：〒330-9301（住所の記載は不要です） 

      埼玉県 県民生活部 国際課 国際戦略担当 

 

□提出方法：応募締切日までに応募書類を簡易書留で郵送、または締切日の17時までに埼玉県

国際課に持参してください。 

 

□募集要項：下記ホームページから入手してください。 

     （または、下記までお問い合わせください。） 

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

 

□問合せ先：埼玉県県民生活部 国際課 国際戦略担当 

           TEL：048-830-2718 FAX：048-830-4748 

http://sia1.jp/topics/annaivolunteer/
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/h29qldhss-scholarship.html
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           E-mail：a2705-09@pref.saitama.lg.jp 

 

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

１ （３）ドイツの学生や教育指導者との交流、職業体験等にチャレンジしてみませんか？ 

―ドイツ・日本で実施する交流派遣事業― 

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

独立行政法人国立青少年教育振興機構では「2019 年度日独交流事業（派遣）」を実施します。

（選考・諸経費負担あり）。ドイツでディスカッションやホームステイを通じて新たな自分を

発見してはいかがでしょうか。 

 

◇詳細は以下の事業概要をご覧ください。 

 

○2019年度 日独勤労青年交流派遣事業 ＜7月 30日～8 月 13日＞ 

https://www.niye.go.jp/files/items/1393/File/2019kinroubosyuu.pdf 

○2019年度 日独学生青年リーダー交流派遣事業 ＜9月 10 日～9月 24日＞ 

https://www.niye.go.jp/files/items/1393/File/2019gakuseibosyuu.pdf 

○2019年度 日独青少年指導者セミナー派遣事業 ＜11月 3 日～11月 17日＞ 

https://www.niye.go.jp/files/items/1393/File/2019sidousyabosyuu.pdf 

 

申込や問い合わせは、独立行政法人 国立青少年教育振興機構 子どもゆめ基金部 国際・

企画課 国際事業係へお願いします。 

ホームページ：http://www.niye.go.jp/ 

 

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

 ２ （１）6/17（月）、6/18（火）外国人のための歌舞伎鑑賞教室開催 

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

「Discover KABUKI」と題する本公演は、歌舞伎をご覧になったことがない外国人の方にも、

歌舞伎に親しんでいただきたいと、特別公演を企画しました。 

日本文化に興味をお持ちの外国人旅行者や日本在住の外国人の方留学生、語学学校の学生の

方におすすめの公演です。6ヵ国語対応（英語・中国語・韓国語・スペイン語・フランス語・

日本語対応）が可能で、イヤホンガイドを無料でお貸出しします。 

四百年の歴史を持つ歌舞伎の魅力を、より多くの方々に楽しんでいただけるよう、人気のあ

る演目を充実した俳優陣でご覧いただきます。 

 

□公演日程：2019 年 6月 17日（月）午後 2時 30分開演/午後 7 時開演 

18日（火）午後 2 時 30分開演 

 

□演  目：解説  歌舞伎のみかた  ご案内＝木佐 彩子 

mailto:a2705-09@pref.saitama.lg.jp
https://www.niye.go.jp/files/items/1393/File/2019kinroubosyuu.pdf
https://www.niye.go.jp/files/items/1393/File/2019gakuseibosyuu.pdf
https://www.niye.go.jp/files/items/1393/File/2019sidousyabosyuu.pdf
http://www.niye.go.jp/
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神霊矢口渡 (しんれいやぐちのわたし) 

                  出演＝中村 鴈治郎、中村 虎之介、中村 壱太郎 ほか   

 

□料   金：（税込/イヤホンガイド・プログラム付き） 

          【学生】 全席 1,500円 

          【一般】 1等席(1,2階)4,000円/2等席 1,800 円 

         ＊団体割引（20名以上）1 等席 3,400円/2等席 1,500円 

 

□問合せ先：国立劇場チケットセンター(午前 10時～午後 6 時) 

TEL：0570-07-9900 

 

◇詳細はインターネットをご覧ください。 

パソコンから http://ticket.ntj.jac.go.jp/ 

スマートフォンから http://ticket.ntj.jac.go.jp/m 

 

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

２ （２）5/19（日）「欧州留学フェア 2019」開催

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

欧州十数カ国より 80 余りの高等教育機関が参加し、それぞれの学習プログラムを紹

介するとともに、教育や研究に関する質問に直接お答えします。留学生のニーズに

合わせて実施されている学習コースには、特に焦点を当てて説明します。欧州への

留学に対する疑問や不安を一気に解決する絶好の機会です。  

また、プレゼンテーションとセミナーを通して、さまざまな留学プログラムや奨学

金についても説明します。皆さまの関心が学部留学、大学院留学、短期留学など、

どのような留学プログラムにあるにせよ、「欧州留学フェア 2019 」でお探しの情報

がきっと手に入るはずです。  

□日  時：2019 年 5 月 19 日(日) 11：00～17：00 

 

□場  所：法政大学 市ヶ谷キャンパス 外濠校舎 6 階 薩埵ホール 

 

□問合わせ：駐日欧州連合代表部 広報部 

      TEL：03-5422-6001 

      E-mail: Delegation-Japan-Event@eeas.europa.eu 

 

◇詳細は、ホームページをご確認ください。  

https://eeas.europa.eu/delegations/japan_ja 

 

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

３ 『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ 

http://ticket.ntj.jac.go.jp/
http://ticket.ntj.jac.go.jp/m
Delegation-Japan-Event@eeas.europa.eu
https://eeas.europa.eu/delegations/japan_ja
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     百聞不如一見 ～私の個人的日中交流～ 

第 2回 「天津での一年間」 

平成 23年度「埼玉発世界行き」奨学生  大内 洸太さん 

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

今月も引き続き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。 

 

 

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 2 回エッセイ 本編はこちら 

https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2019/04/221488bddcb5c94a10d23f91923182d2.pdf 

 

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

◆編集後記◆ 

今月号からメルマガを担当させていただくことになりました。慣れない編集作業で、読みづ

らい箇所があるかもしれませんが、最後までお読みいただければ幸いです。 

新元号「令和」になる日が近づき、新しい時代がすぐそこまで来ています。やり残したことが

あれば、平成のうちにやっておきましょう！（M.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 

https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2019/03/5f0c4049ac300e432eb8e3492b056ee2.pdf
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2019/04/221488bddcb5c94a10d23f91923182d2.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
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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 

mailto:global@sia1.jp
https://www.ggsaitama.jp/globalnet/
https://www.facebook.com/ggsaitama

