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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 7 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 

（２） 埼玉グローバル賞候補者募集 

（３） 【夏休み企画】企業訪問＆座談会ツアー開催 

（４） 埼玉県・ブランデンブルグ州姉妹提携２０周年記念行事～第１弾～ 

「県内大学ラグビー部が同州でのラグビー親善試合に参加！」       

 

2 イベント  

（１） アメリカ留学 EXPO2019 開催～アメリカ大使館主催～ 

（２） 「JICA国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト 2019」 作品募集 

（３） 日本語講師採用説明会のご案内 

 

 

3 『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ 

   南米エクアドル滞在記 

第２回 「稼ぎと情熱を注ぎ込むカーニバル編」 

倉澤 友子さん 

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

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

  １ （１）外国人案内ボランティア育成講座開催 

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

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２期募集分】 

★川口市会場  

2019年 9月 1日(日）、9月 8日(日) 

 川口中央ふれあい館 

≪応募締切 2019 年 8月 2日(金)17:00≫ 

 

★川越市会場① 
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2019年 9月 4日(水）、9月 11日(水) 

ウェスタ川越 

≪応募締切 2019 年 8月 5日(月)17:00≫ 

 

★越谷市会場 

2019年 9月 28日(土）、10月 5日(土)) 

越谷市中央市民会館 

≪応募締切 2019 年 8月 26日(月)17:00≫ 

 

※応募者多数の場合は抽選 

・県内に在住、在勤、在学の 15歳(中学生を除く)以上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 http://sia1.jp/topics/annaivolunteer/ をご覧ください。 

 

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

１ （２）埼玉グローバル賞候補者募集 

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

埼玉県は、世界を意識した活動や、地域の国際化に向けて活動する埼玉県にゆかりある個人・

団体を応援しています。受賞者には、知事から表彰状と副賞を贈呈するとともに、埼玉と世

界をつなぐ懸け橋「埼玉親善大使」を委嘱します。 

 

□募集分野： 

・ 「世界への挑戦」分野：世界に目を向け、果敢にチャレンジする将来性のある活動 

・ 「未来への投資」分野：海外で活躍できる人材を育てる活動や、海外各国の未来を支

えるための活動など、海外での継続的な活動 

・ 「地域国際化」分野：国際交流、国際理解を通じて地域と世界を結ぶ活動や、外国人

住民と地域住民との共生を進める活動など、県内での継続的な活動 

 

□応募方法：推薦書等を県国際課へ持参または郵送(自薦他薦不問) 

◇詳細は県ホームページをご覧ください。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/kouryukyoryoku/global-awards.html 

 

□募集締切：2019 年 9月 30日(月)必着 (持参の場合は 17時まで) 

□問合せ・推薦書提出先： 

〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂 3-15-1 

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 

http://sia1.jp/topics/annaivolunteer/
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/kouryukyoryoku/global-awards.html
mailto:a2705-01@pref.saitama.lg.jp
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

１ （３）【夏休み企画】活躍している先輩社会人にインタビューしてみよう！ 

～企業訪問＆座談会ツアー～開催 

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

GGS 就職マッチング＆フォローアップシステムに登録いただいた外国人留学生（大学 3 年生 

を中心に 4 年生も可）を対象に、埼玉県にゆかりのある企業の魅力発信を目的とした埼玉県

内企業訪問＆座談会ツアーを開催します。（申込後の登録可） 

埼玉県の魅力ある優良企業を発見できたり、先輩から生の声を聞けたり、日本で働くイメー

ジを持つための絶好の機会です。これから就活を控える外国人留学生の皆さん、ぜひお申込

みください。 

 

□日  時：2019 年 9月 6日(金) 9 時 30分～16時 30分 

□訪問企業：＜ガス・エネルギー供給＞ 

      株式会社サイサン 

      ＜総合自動車部品メーカー＞ 

      カルソニックカンセイ株式会社 

◇企業説明と先輩社員との座談会を予定しています。 

 

□参 加 費：無料 昼食付き＆参加賞（交通費相当分） 

□定  員：15名 

※申し込み多数の場合は、抽選となります。参加者に集合時間、場所などの連絡を致します。 

□申込方法：下記必要事項を E-mail（ggs-job@sia1.jp） で送信してください。 

      ①氏名②ふりがな③性別④大学名⑤学部・学科名⑥学年⑦出身国⑧電話番号 

⑨メールアドレス 

□締  切：2019 年 9月 2日(月） 

◇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。 

 HPアドレス：https://www.ggsaitama.jp/information6996/ 

 TEL：048-833-2995 E-mail：ggs-job@sia1.jp 

 

 

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

１ （４）埼玉県・ブランデンブルグ州姉妹提携 20 周年記念行事～第 1弾～ 

「県内大学ラグビー部が同州でのラグビー親善試合に参加！」 

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

 埼玉県の姉妹州であるドイツ・ブランデンブルグ州を御存知でしょうか。 

 埼玉県とブランデンブルグ州は、1999 年に姉妹提携を結んで以来、教育や環境などの分野

で交流を深めてきました。このたび姉妹提携 20周年を迎えます。 

 今年は、本県でのラグビーワールドカップ開催と姉妹提携 20周年を記念して、同州でラグ

ビーの親善試合「サンスーシカップ・フレンドリーマッチ 2019」が特別に開催されました。 

http://www.saisan.net/index.html
https://www.calsonickansei.co.jp/
mailto:ggs-job@sia1.jp
https://www.ggsaitama.jp/information6996/
mailto:ggs-job@sia1.jp
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 本県からは、公募により選ばれた東洋大学ラグビー部の皆さんが参加しました。 

 同チームの皆さんは、派遣期間中の 6 月 3 日～12 日までの間、埼玉親善大使を委嘱され、

現地クラブチームと親善試合を行うほか、ブランデンブルグ州大臣を訪問したり、ジュニア

向けのラグビー教室を開き、日本のラグビー技術を教えるなどして、積極的に国際交流に取

り組みました。 

 

 埼玉親善大使として、両県州の友好の懸け橋となって現地で大活躍した様子を、東洋大学

ラグビー部の皆さんによる「埼玉親善大使レポート」でお届けします！ 

 

○埼玉親善大使レポート 

（サンスーシカップ・フレンドリーマッチ 2019参加事業） 

 http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/shinzentaishireport.html 

 

【参考】 

○ブランデンブルグ州について（埼玉県県民生活部国際課 HP） 

 http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/bran.html 

 

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

 ２ （１）アメリカ留学 EXPO2019 開催～アメリカ大使館主催～ 

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

「アメリカ留学 EXPO」は、アメリカ大使館が主催する年に一度の留学イベントです。 

アメリカの大学担当者や卒業生から直接話が聞け、アメリカの大学・大学院への留学・進学、

語学留学やキャリアに活かせる留学など、各種セミナーも実施します。 

 

□日  時：2019 年 9月 7日(土)12:00～18:00 

□会  場：御茶ノ水ソラシティ カンファレンスセンター（JR御茶ノ水駅 徒歩 1分） 

□参 加 費：入場無料、入退場自由（事前オンライン登録を推奨） 

◇詳細はアメリカ留学 EXPO2019ホームページをご覧ください。 

https://americaexpo.jp/ 

 

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

 ２ （２）「JICA国際協力中学生・高校生エッセイコンテスト 2019」作品募集 

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

独立行政法人国際協力機構は、日本全国及び海外の中学生・高校生を対象に、開発途上国の

現状や日本との関係について理解を深め、国際社会の中で日本、そして自分たち一人一人が

どのように行動するべきかを考えるきっかけを提供する事業として、「JICA 国際協力中学生・

高校生エッセイコンテスト」を実施します。 

 

□テ ー マ：よりよい世界の未来を目指して～私たちから始まる一歩～ 

 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/shinzentaishireport.html
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/bran.html
https://americaexpo.jp/
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□募集期間：2019 年 6月 7日(金)～2019 年 9月 11日(水)当日消印有効 

 

□問合せ先：公益社団法人 青年海外協力協会内 JICA国際協力中学生・高校生エッセイ 

コンテスト全国運営事務局  

電話:0265-98-0445 

 

◇詳細は、ホームページをご覧ください。 

https://www.jica.go.jp/hiroba/program/apply/essay/index.html 

 

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

 ２ （３）日本語講師採用説明会のご案内 

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

外務省委託「日本・ベトナム経済連携協定（EPA）に基づく看護師・介護福祉士候補生に対す

る日本語研修事業」による、ベトナムにおける日本語講師採用の説明会を開催します。 

 

□日  時：2019 年 8月 17日(土)10:30～12:30、14:00～16:00 

 

□場  所：株式会社アークアカデミー研修事業部 

東京都新宿区西新宿 7-11-3 平田ビル 1 号館 2階 

 

□問合せ先：株式会社アークアカデミー研修事業部 EPA 日本語講師採用係 

東京都新宿区西新宿 7-11-3 平田ビル 1 号館 3階 

電話：03-5348-7672 

 

◇詳細は、ホームページをご覧ください。 

https://yousei.arc-academy.net/job/ 

 

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

３ 『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ 

     南米エクアドル滞在記 

第 2回 「稼ぎと情熱を注ぎ込むカーニバル編」 

青年海外協力隊 2016 年度 1次隊  倉澤 友子さん 

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

今月も引き続きエッセイを担当してくださるのは 

青年海外協力隊 2016 年度 1次隊  倉澤 友子さん 

 

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。 

 

https://www.jica.go.jp/hiroba/program/apply/essay/index.html
https://yousei.arc-academy.net/job/
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倉澤 友子さん プロフィールはこちら 

https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2019/06/91dc49881fce50b04804d310317334cc.pdf 

第 1回エッセイ 本編はこちら 

https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2019/06/997dc67690b7321160841aa90312f7a9-1.pdf 

第 2 回エッセイ 本編はこちら 

https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2019/07/0ab29e698389edeefcb81df085a705a2.pdf 

 

 

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

◆編集後記◆ 

今月からメルマガを担当させていただくことになりました。引き続き皆様のお役に立てるメ

ルマガをお届けできるよう、精一杯取り組んでいきたいと思います。ご意見、ご質問等ござ

いましたら下記メールアドレスまでお寄せください。 

梅雨も明けいよいよ夏本番。皆様はどのような夏の計画をお立てでしょうか？暑さに負けな

いで、熱い夏を過ごせるといいですね。（MR） 

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

＊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://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2019/06/91dc49881fce50b04804d310317334cc.pdf
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2019/06/997dc67690b7321160841aa90312f7a9-1.pdf
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2019/07/0ab29e698389edeefcb81df085a705a2.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
https://www.ggsaitama.jp/globalnet/
https://www.facebook.com/ggsaitama

