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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 8 月 30 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 

 

2 イベント  

（１） 9/21(土)「海外留学説明会」開催 

（２） 2019年第 2回日本語能力試験の実施 

（３） 高度外国人材活用セミナー in さいたま ～新輸出大国コンソーシアム事業のご

紹介～【9/2(月)締切】 

 

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 3回 「医療事情編」 

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】 

★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 

 締切延長中！今なら、皆様ご受講いただけます。  

 

【第 3期募集分】 

★狭山市会場 

2019年 10月 22日(火）、10月 29日(火) 
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狭山市市民交流センター 

≪応募締切 2019 年 9月 20日(金)17:00≫ 

★熊谷市会場 

2019年 11月 10日(日）、11月 17日(日)) 

熊谷文化創造館さくらめいと 

≪応募締切 2019 年 10月 11日(金)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 3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）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 

 

 

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

 ２ （１）9/21(土)「海外留学説明会」開催 

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

独立行政法人 日本学生支援機構（JASSO）では「わたしがつくる海外留学」と題した説明会

を開催いたします。費用が心配。準備は何から始めたらいいの？などの疑問にお答えする情

報がいっぱいです。 

 

□日  時：2019 年 9月 21日(土)14:00～16:30 

□会  場：東京国際交流館 プラザ平成 3階 国際交流会議場 

      （東京都江東区青海 2-2-1） 

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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◇詳細はホームページをご覧ください。 

https://ryugaku.jasso.go.jp/event/seminar/seminar_2019/ 

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

 ２ （２）2019 年第 2 回日本語能力試験の実施 

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

日本語能力試験は、日本語を母語としない人たちの日本語能力を測定し認定する試験です。

2011 年には世界 62 か国・地域の約 61 万人が受験した世界最大規模の日本語試験で、就職活

動の際に活用される資格の一つです。 

 

□試 験 日：2019 年 12月 1日(日) 

□申込期間：2019 年 8月 20日(火)～2019 年 9月 20日(金) 

□問合せ先：日本語能力試験 受付センター  

電話:03-6686-2974 FAX:03-6845-2544 

9：30～17:30（土・日・祝日・年末年始を除く） 

 

◇詳細はホームページをご覧ください。 

https://www.jlpt.jp/index.html 

 

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

 ２ （３）高度外国人材活用セミナー in さいたま ～新輸出大国コンソーシアム事業 

のご紹介～【9/2(月)締切】 

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

近年、ビジネスの国際化の進展にあわせ、海外展開や研究の中核になる高度な知識・技能を

持った「高度外国人材」を採用することで、さらなる発展を目指す中堅・中小企業が増えてき

ています。 

 

ジェトロ関東貿易情報センターでは、主に埼玉県の中堅・中小企業を対象とし、実際に高度

外国人材を採用し、海外展開等を効果的に進めている具体事例について、パネルディスカッ

ションも交えてご紹介します。 

併せて海外展開の一助として頂くべくジェトロ新輸出大国コンソーシアム事業の支援策をご

案内します。皆様のご参加をお待ちしております。 

 

□日 時：2019年 9 月 4日（水） 

□場 所：ソニックシティビル 6階 603 会議室 

     （さいたま市大宮区桜木町 1-7-5） 

□主 催：ジェトロ関東貿易情報センター、公益財団法人埼玉県産業振興公社 

□後 援：関東経済産業局（予定） 

□費 用：無料 

□定 員：50名（定員になり次第締切） 

https://ryugaku.jasso.go.jp/event/seminar/seminar_2019/
https://www.jlpt.jp/index.html
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□締 切：9 月 2 日（月）17 時 

◇詳細、お申込はこちら↓↓ 

https://www.jetro.go.jp/events/knt/c7ba479d5ff166fb.html 

 

 《お問い合わせ》 

ジェトロ関東（担当：塩野、吉積） 

Tel：03-3582-4953 Fax：03-3582-0504  

E-mail：knt@jetro.go.jp 

 

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

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 3回 「医療事情編」 

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。 

 

 

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 

第 3 回エッセイ 本編はこちら 

https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2019/08/7ae8c73f536f83b773be5462fc49ceb4.pdf 

 

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

◆編集後記◆ 

南米エクアドルでの経験を届けてくれた倉澤さんのエッセイも今月で最終回です。倉澤さん

のエッセイを読んでエクアドルに興味を持たれた方も多いのではないでしょうか? 

夏休みに異文化体験をされた方もいらっしゃると思います。エッセイで皆様と経験をシェア

していただける方、ぜひ下記までご連絡ください。（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 

https://www.jetro.go.jp/events/knt/c7ba479d5ff166fb.html
mailto:knt@jetro.go.jp
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://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2019/08/7ae8c73f536f83b773be5462fc49ceb4.pdf
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＊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

