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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 10 月 31 日
★☆***********************************************************************☆★
台風 19 号により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
外国人総合相談センター埼玉では外国語で電話による生活相談を行っております。
電話:048-833-3296 E-mail:sodan@sia1.jp
受付時間:月曜日から金曜日(祝日、12/29～1/3 を除く) 9：00～16：00
◆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） 11/7(木) GGS JOB FAIR 2019 開催
（３） 埼玉県の姉妹州への留学に挑戦してみませんか？
～アメリカ・オハイオ州への奨学生 2020 年派遣者募集～
（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 2 弾～
11 月 27 日開催「日独シンポジウム」
２

イベント
（１） 11/9(土)～11/10(日) 第 13 回イタリア留学フェア 2019
（２） 11/15(金)～11/16(土) カナダ留学フェア 2019 秋
（３） 12/7(土) 外国人の方向け盆栽講座

３

『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ
書道とユーゴスラヴィアを愛した留学
～大国と小国それぞれで感じた“違い”とは？～
第 2 回 「I love “YUGO” ～東中欧をすべて巡ってわかったいまのユーゴ諸国～」
柳沢 甫（やなぎさわ はじめ）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！
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★さいたま市会場
2019 年 12 月 8 日(日）、12 月 15 日(日)
ソニックシティビル
≪応募締切 2019 年 11 月 8 日（金）17:00≫
★川越市会場
2020 年 1 月 26 日(日）、2 月 2 日(日)
ウェスタ川越
≪応募締切 2019 年 12 月 20 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は、埼玉県国際交流協会ホームページ
http://sia1.jp/topics/annaivolunteer/ を御覧ください。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１ （２）11/7(木) GGS JOB FAIR 2019 開催
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
外国人留学生・海外留学経験のある日本人を対象とした就職面接会 GGS JOB FAIR 2019 を開
催します。就職面接会＆インターンシップ説明会に加えて、就活ガイダンスをご用意してい
ます。グローバル人材であるあなたを必要としている企業が集結します！参加費無料！ぜひ
ご参加ください。
□日

時：2019 年 11 月 7 日(木)
◆就活ガイダンス 12:00～13:00（受付開始 11:30～）
◆就職面接会＆インターンシップ説明会 13:00～16:30（受付開始 12:30～）
□会
場：ソニックシティビル 4 階市民ホール
さいたま市大宮区桜木町 1-7-5
大宮駅西口より徒歩 3 分 https://www.sonic-city.or.jp/?page_id=178
□参加対象：外国人留学生または海外留学経験のある日本人学生
※就職面接会は 2020 年 3 月に大学、大学院、短期大学、専門学校等を卒業予定
の方、または既卒者
※インターンシップは全学年・既卒者も対象
□参加企業：日本人・外国人留学生を積極的に採用する 31 社（HP で企業情報公開中）
◇お申込み・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。
https://www.ggsaitama.jp/information12049/
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――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
１ （３）埼玉県の姉妹州への留学に挑戦してみませんか？
～アメリカ・オハイオ州への奨学生 2020 年派遣者募集～
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
県では、毎年、県の姉妹友好州省であるアメリカ・オハイオ州へ奨学生を派遣しています。
現在、2020 年に派遣する奨学生の募集を開始しています。留学先の授業料が免除となる、大
変魅力的なプログラムです。
向学の志に燃え、本県を代表して、本県と姉妹友好州省との友好親善の礎となる方を募集し
ます。
◇詳細は、以下のホームページをご覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/kouryukyoryoku/ohioscholarship.html
◇お申込・お問い合わせは、埼玉県庁国際課国際戦略担当へお願いします。
(電話：048-830-2718 Email: a2705-09@pref.saitama.lg.jp
ホームページ：https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/kouryukyoryoku/scholarship.html）
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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 2 弾～
11 月 27 日開催「日独シンポジウム」
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
埼玉県とドイツ・ブランデンブルグ州は、1999 年に姉妹提携して以来、教育、環境、スポー
ツなど様々な分野で交流を深めています。
本年、両県州が姉妹提携 20 周年を迎えることを記念し、日独シンポジウムを開催します。
このシンポジウムは、
「日独両国の更なる協力の可能性と自治体の役割」をテーマに、両国の
相互理解を深め、両国の状況と国際社会における日独関係の重要性を踏まえて、地方政府が
果たすべき役割を考えることを目的としています。
日独関係に精通し、国際情勢に高い見識を持つ、クラウス・フィーツェ 在日ドイツ連邦共
和国大使館首席公使による基調講演をはじめ、ブランデンブルグ州政府幹部及びドイツの政
治情勢・環境政策が専門の獨協大学・岡村りら准教授から御講演いただきます。
アジェンダ、申込方法は下記 URL からご覧いただけます。この機会に是非、御参加ください。
□日独シンポジウムについて（県ＨＰ彩の国インフォメーション）
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/library-info/nitidokusinpijiumu.html
□ブランデンブルグ州について（県国際課ＨＰ）
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/bran.html
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
２ （１）11/9(土)～11/10(日) 第 13 回イタリア留学フェア 2019
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
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イタリア文化会館が主催する「第 13 回イタリア留学フェア 2019」が開催されます。イタリ
ア各地から来日した大学、専門学校、語学学校が個別ブースを出展する年に一度しかない貴
重な留学のイベントです。
□日
□会
□内

時：11 月 9 日(土)～10 日(日)10：30～18：30
場：イタリア文化会館東京（東京都千代田区九段南 2-1-30）
容：ゼロからわかるイタリア留学コーナー
学校コーナー
留学セミナー
留学体験談コーナー
イタリア人留学生との交流会（要予約）など

◇詳細はホームページをご覧ください。
https://studyinitaly.jp/fair/
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
２ （２）11/15(金)～11/16(土) カナダ留学フェア 2019 秋
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
カナダ大使館は、毎年春と秋に留学フェアを開催しています。多くのカナダの教育機関が参
加し、ブースにて日本語で個別相談に応じます。小・中学校から高校、サマープログラム、語
学学校、カレッジ、大学やワーキングホリデーなど、目的に応じたカナダの学校を見つける
チャンスです！各種セミナーも開催します。
【東京会場】
□日
時：2019 年 11 月 15 日(金)17:00～19:00
2019 年 11 月 16 日(土)11:00～17:00
□会
場：カナダ大使館（政府発行の写真付き身分証明書または学生証が必要）
□参加方法：入場無料・入退場自由・予約不要（オンライン事前登録推奨）
◇詳細はカナダ留学フェアウェブサイトをご覧ください。
http://www.canada-ryugaku-fair.com/
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
２ （３）12/7(土) 外国人の方向け盆栽講座
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
埼玉県花と緑の振興センターでは第１１回緑化講座・外国人向け講座「盆栽・最初のひと鉢
を手に入れよう」を開催します。盆栽についての説明のあと、盆栽の手入れを体験します。体
験した盆栽はお持ち帰りいただけます。
今や世界に広がる“BONSAI”。
“BONSAI”発祥の地である日本において盆栽を体験してみませ
んか。
4

□日
時：2019 年 12 月 7 日(土) 14:15～16:00
□会
場：花と緑の振興センター (川口市安行 1015)
https://www.pref.saitama.lg.jp/hana-midori/kengaku/ennaijoho/hanamidori-annai.html
□参 加 費：500 円
□申込方法：電話:048-295-2910 または E-mail:h9518063@pref.saitama.lg.jp
11 月 1 日(金)8:30～ 受付開始
◇詳細はホームページをご覧ください。
https://www.pref.saitama.lg.jp/hana-midori/koza/ryokukakouza-gaiyou/ryokukakouzabosyuu/20191207kouza-gaijinbonsai.html
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
３ 『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ
書道とユーゴスラヴィアを愛した留学
～大国と小国それぞれで感じた“違い”とは？～
第 2 回 「I love “YUGO”
～東中欧をすべて巡ってわかったいまのユーゴ諸国～」
平成 30 年度 「埼玉発世界行き」奨学生
柳沢 甫（やなぎさわ はじめ）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 30 年度「埼玉発世界行き」奨学生 柳沢 甫（やなぎさわ はじめ）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。

柳沢 甫（やなぎさわ はじめ）さん プロフィールはこちら
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2019/09/30d44a19aa1ad8cfd00ac2be7a08ecda.pdf
第 1 回エッセイ 本編はこちら
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2019/09/419bfc68aceb417e6ce57ff76f3dcc51.pdf
第 2 回エッセイ 本編はこちら
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2019/10/dd9699f8a82c39c75490030de3d1bb7f.pdf
★☆**************************************************************************☆★
◆編集後記◆柳沢さんのエッセイいかがでしたか？実際に旅行した方ならではの視点、とて
も興味深いですね。
GGS のホームページでは過去のリレーエッセイを公開しています。これまでに担当してくだ
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さった方 22 人のエッセイ、秋の夜長にお楽しみいただけたらと思います。（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
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