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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 5 月 31 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）FM NACK５高校生海外スポーツ研修プログラムの参加者を募集 

（３）Global Career Fair 2019 開催のお知らせ 

（４）埼玉県とアジアをつなぐ“日本語パートナーズ”を募集します 

（５）「埼玉県・クイーンズランド州姉妹提携 35 周年記念訪問団」の参加者を募集します 

－彩の国さいたま 埼玉県民友好親善訪問ツアー オーストラリア６日間－ 

 

2 イベント  

（１）6/2（日）越谷国際フェスティバル 2019開催 

（２）6/17（月）、6/18（火）外国人のための歌舞伎鑑賞教室開催 

 

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 3回 「対話を通した相互理解に向けて」 

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 

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

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）→追加募集中です！！ 

 

★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） 

 

※応募者多数の場合は抽選 
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・県内に在住、在勤、在学の 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御覧ください。 

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

 

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

１ （２）FM NACK５高校生海外スポーツ研修プログラムの参加者を募集 

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

今年も、株式会社 FM NACK５の御支援をいただき、埼玉県の姉妹州オーストラリア・クイーン

ズランド州において FM NACK５高校生海外スポーツ研修プログラムを実施します。 

様々なスポーツトレーニングを通じて運動能力の向上やリーダーシップ育成を目指すととも

に、現地の高校生との交流も図ります。 

 

□実施期間：令和元年 8月 18日(日)～24 日(土)（5泊 7日） 

 

□研修場所（宿泊先）： 

・ゴールドコースト近郊ホテル……19 日、1泊 

・スポーツスーパーセンター（クイーンズランド州立施設）…20日以降、4泊 

 

□募集人数：8名（書類審査及び面接にて参加者を選考します。） 

 

□応募要件：応募時点で以下のいずれかの要件に該当する者 

（１）県内に在住し、高等学校に在籍する者 

（２）県内の高等学校に在籍する者 

 

□参 加 費：3万円 

(他に国内交通費、パスポート取得費、海外旅行保険加入費、その他個人の責に 

帰する事由により生じた費用等が必要です。) 

 

□受付期間：5月 1日(水)～6月 4日(火) 17:00（必着） 

 

□申込方法：以下のホームページに掲載している募集要項等を確認の上、必要書類を郵送 

（特定記録郵便又は簡易書留）又は持参にて提出してください。 

 

◇詳細は、ホームページをご覧ください。 

http://sia1.jp/topics/fm-nack5-program2019/ 

 

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

１ （３）Global Career Fair 2019 開催のお知らせ 

http://sia1.jp/topics/annaivolunteer/
http://sia1.jp/topics/fm-nack5-program2019/
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

GGSでは、外国人留学生の皆さんと海外留学経験のある日本人学生の皆さんを対象に、Global 

Career Fairを開催します。就職活動中の学生はもちろん、これから就職活動を始める学生や

既卒者の皆さんも対象です。 

企業の採用担当者に直接質問・相談ができるこのチャンスをお見逃しなく！ 

参加無料・入退場自由です。就職面接会に相応しい服装でお越しください。 

県内企業約 40社(予定)が、あなたをお待ちしています！ 

 

□開催日時：6月 17 日(月)12：00～16：30（受付 11：30～） 

 

□場  所：ソニックシティビル 4F 市民ホール 

      さいたま市大宮区桜木町 1－7－5 大宮駅西口より徒歩約 5分 

      アクセス https://www.sonic-city.or.jp/?page_id=178  

 

□対 象 者：大学院・大学・短大・専門学校等の 

外国人留学生・留学経験のある日本人学生（既卒者含む） 

 

□スケジュール： 

      12:00～13:00 就活ガイダンス（全学年・既卒者対象） 

      13:00～16:30 インターンシップ説明会（全学年・既卒者対象） 

              就職面接会（2020年 3月卒業生・既卒者対象） 

 

◇お申込み・詳細は GGS ウェブサイトをご覧ください。 

(事前申し込みをすると当日の受付がスムーズです。) 

 https://www.ggsaitama.jp/information11544 

 

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

１ （４）埼玉県とアジアをつなぐ“日本語パートナーズ”を募集します 

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

埼玉県と独立行政法人国際交流基金との連携事業である“日本語パートナーズ”埼玉県推薦

プログラムの参加者を募集します。 

インドネシア、タイ、ベトナムの学校で、日本語教師や生徒のパートナーとして授業のアシ

スタントや日本文化の紹介を行うことで、現地と日本を結ぶ懸け橋となります。 

 

□募集期間：令和元年 7月 16日（火）まで 

 

◇詳細は埼玉県庁ホームページ("日本語パートナーズ"派遣事業埼玉県推薦プログラム)を 

ご覧ください。 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/japanese-partners.html 

 

https://www.sonic-city.or.jp/?page_id=178
https://www.ggsaitama.jp/information11544
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/japanese-partners.html
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○"日本語パートナーズ"派遣事業埼玉県推薦プログラム説明会の御案内 

□日  程：第１回 5月 26日(日)10:00～11：30 第２回 6 月 8日(土)10:00～11：30 

□場  所：ソニックシティ 904会議室 

※席に限りがありますので、事前に下記までお申込みください。 

□連 絡 先：埼玉県県民生活部国際課 総務・グローバル人材育成担当 

      TEL：048-830-2711 E-mail：a2705-01@pref.saitama.lg.jp 

 

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

１ （５）「埼玉県・クイーンズランド州姉妹提携 35周年記念訪問団」の参加者を 

募集します 

－彩の国さいたま 埼玉県民友好親善訪問ツアー オーストラリア６日間－ 

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

このたび公益財団法人埼玉県国際交流協会は、埼玉県とオーストラリア・クイーンズランド

州との姉妹提携が３５周年を迎えることを記念し、県民の皆様に御参加いただける親善訪問

ツアーを企画いたしました。 

このツアーでは、クイーンズランド州を訪れ両県州が主催する姉妹提携３５周年の記念行事

にご参加いただきます。また、水陸両用車でゴールドコーストの市街観光やクルーズを楽し

めるアクアダック・サファリ体験など様々なイベントを楽しむ機会も用意されています。 

是非多くの方に御参加いただき、両県州の今後の交流に向けて一翼を担っていただきたいと

思います。 

 

● 訪問団の概要 

□実施期間：2019 年 10月 14日（祝・月）～19日（土） 

 

□スケジュール（予定）： 

10月 14日（祝・月） 出 国 

10月 15日（火）   ブリスベン市内観光 

10月 16日（水）   ゴールドコーストにてアクアダック・サファリ体験 等 

10月 17日（木）   公式行事参加 

10月 18日（金）   終日自由行動(オプショナルツアーの用意もございます) 

10月 19日（土）   帰 国 

 

□利用航空会社：カンタス航空（エコノミークラス） 

 

□募集人数：40名 

 

□参 加 費：279,900 円 

(燃油サーチャージを含みます。別途、海外空港諸税、国内空港施設使用料及び旅客保安 

サービス料が必要です。また、海外旅行保険加入費、その他個人の責に帰する事由により 

生じた費用等が必要です。) 

mailto:a2705-01@pref.saitama.lg.jp
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□応募受付期間：2019年 5月 27日（月）～7月 31日（水） 

 

□申込方法：以下（申込み先・問合せ先）より、募集パンフレットを入手の上、お申し込み 

ください。 

 

□申込み先・問合せ先：JTB埼玉支店 藤井・畑林 

TEL：048-644-5315 / FAX：048-649-0746 

 

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

 ２ （１）6/2（日）越谷国際フェスティバル 2019 開催 

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

越谷国際フェスティバルは、たくさんの出会いが生まれるイベントです。 

国際交流をもっと気軽に体験し、感じてもらいたい、という思いからスタートしました。み

なさまと地域に住む外国人の方々が、交流することでよりお互いを知り合えるイベントです。 

 

□開催日時：6月 2日（日）10：00～15：30 

       

□場  所：越谷市役所東側ウッドデッキ＜小雨決行＞ 

 

□問合せ先：越谷市国際交流協会 

      TEL：048-960-3350（月～土 10：00～16：00） 

      E-mail：kiajapan@kiajapan.com 

 

◇詳細は、ホームページをご覧ください。 

 https://www.kiajapan.com/ 

 

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

 ２ （２）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：6月 17 日（月）14：30開演/19：00開演 

18日（火）14：30 開演 

mailto:kiajapan@kiajapan.com
https://www.kiajapan.com/
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□演  目：解説  歌舞伎のみかた  ご案内＝木佐 彩子 

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 

 

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

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 3回 「対話を通した相互理解に向けて」 

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 

第 3 回エッセイ 本編はこちら 

https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2019/05/488bc23edb1160d2774e143b8b71df12.pdf 

 

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

◆編集後記◆ 

http://ticket.ntj.jac.go.jp/
http://ticket.ntj.jac.go.jp/m
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2019/03/5f0c4049ac300e432eb8e3492b056ee2.pdf
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2019/04/221488bddcb5c94a10d23f91923182d2.pdf
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2019/05/488bc23edb1160d2774e143b8b71df12.pdf
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今月で大内さんによるエッセイが最終回となりました。有意義な留学生活だったことが伝わ

りましたね。次号から担当をしてくださるのは、青年海外協力隊の倉澤友子さんです。どん

なエッセイを届けてくださるのでしょうか。楽しみですね！ 

段々と暖かくなり、薄着で外に出られる季節になってきました。足を延ばして積極的にイベ

ントに参加してみてはいかがでしょうか？（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 https://www.ggsaitama.jp/globalnet/ 

Facebook https://www.facebook.com/ggsaitama 

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
https://www.ggsaitama.jp/globalnet/
https://www.facebook.com/ggsaitama

