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

 

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

  １ （１）グローバル人材就職面接会(2020 年 9 月) 開催のお知らせ 

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

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、グロー

バル人材就職面接会を開催します。就職活動中の学生はもちろん、これから就職活動を始め

る学生の皆さんも対象です。 

直接企業の採用担当者の説明を聞き、質問・相談ができるこのチャンスをお見逃しなく！イ

ンターンシップ説明会と就活ガイダンスも同時開催です。 

なお、新型コロナウイルスへの感染防止のため、事前予約制にて開催いたします。 

 

□開催日時：9月 7日(月)13：00～16：30（就職ガイダンスは 12：00～13：00） 

（事前予約制です。指定する時間にご来場ください） 

□場  所：大宮ソニックシティビル 

      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 

https://www.sonic-city.or.jp/?page_id=178
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外国人留学生・留学経験のある日本人学生 

      （就職面接会は 2021年 3 月に卒業予定の方） 

□参 加 費：無料 

 

◇予約方法など詳細はホームページをご覧ください。 

https://www.ggsaitama.jp/information11544/ 

 

参加申込と共に、GGS の就職マッチング＆フォローアップシステムにぜひご登録ください。 

登録はこちらから ⇒ https://ggs-jobmatch.jp/ 

登録方法について ⇒ https://www.ggsaitama.jp/job-support13336/ 

GGSの就職支援について ⇒ https://www.ggsaitama.jp/for-japanese/job-support/ 

 

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

  １ （２）10/25（日）＜WEB セミナー＞高校生のためのグローバルセミナー参加者募集 

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

現在、世界的に新型コロナウイルスの感染が拡大し、私たちの生活に大きな影響を及ぼして

います。世界、日本の状況を踏まえて、コロナ禍が引き起こす課題と、私たちに何ができるの

か。外国人留学生や留学経験者とオンラインでディスカッションしながら「私たちが創る未

来」を一緒に考えてみませんか？ 

 

□日  時：2020 年 10月 25日(日) 13：00～15：30（ZOOM 入室 12：45～） 

□開催方法：オンライン開催（ZOOM） 

□参加対象：埼玉県内に在住または在学している高校生 40 人(先着順) 

□参 加 料：無料 

□申込方法：10月 15 日(木)までに参加申込フォームからお申込みください。 

 

◇詳細は以下の GGS ホームページをご覧ください。 

  https://www.ggsaitama.jp/information13473/ 

 

※同時に、「埼玉発世界行き」奨学生の皆様を対象に大学生ボランティアも募集しています。

ボランティアの方には、高校生と外国人留学生が与えられたテーマについてディスカッショ

ンを行うグループワークのファシリテーター役をお願いいしたいと考えています。 

詳細は、以下のサイトをご覧ください。 

  https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2020/08/48b174c60d5569a750c4dafd914f4dbd.docx 

 

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

  １ （３）多言語による「埼玉県外国人向け新型コロナウイルス相談ホットライン」を 

ご活用ください 

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

埼玉県が設置している新型コロナウイルス感染症に特化した相談ホットラインでは、体調不

良だけでなく、学校教育や中小企業支援、DV 等の相談窓口につなぎ、日本語のコミュニケー

https://www.ggsaitama.jp/information11544/
https://ggs-jobmatch.jp/
https://www.ggsaitama.jp/job-support13336/
https://www.ggsaitama.jp/for-japanese/job-support/
https://www.ggsaitama.jp/information13473/
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2020/08/48b174c60d5569a750c4dafd914f4dbd.docx
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ションに不安のある外国人の方の通訳も行っています。 

皆様の周囲で、新型コロナウイルス感染症の関係でお困りの外国人の方がいらっしゃいまし

たら、ご案内ください。 

 

□対応時間：24時間（土日祝日含む) 

□電話番号：048-711-3025 

□対応言語：11言語（英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、韓国・朝鮮語、 

タガログ語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、ネパール語、 

やさしい日本語） 

□連携窓口：新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター 

      よい子の電話教育相談 

      中小企業等支援相談窓口 

      新型コロナウイルス感染症に係るこころの電話 など 

 

◇詳細はホームページをご覧ください。 

https://sia1.jp/foreign/coronahotline/  

◇ちらしはこちら 

 https://sia1.jp/wp-content/uploads/2020/05/86206d74f0450c634e71395d9ea85583.pdf 

「埼玉県外国人向け新型コロナウイルス相談ホットライン」のお知らせ 

 

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

  １ （４）【9月 30 日〆切!!】令和 2 年度「埼玉グローバル賞」の候補者を募集します 

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

埼玉県では、グローバルな舞台でのチャレンジや、地域と世界をつなぐ活動を行う個人・団

体を応援し、その功績をたたえ「埼玉グローバル賞」として表彰します。 

 

□募集締切：9月 30 日(水) 

□問合せ先：〒330-9301 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 濱田・橘 

E-mail：a2705-01@pref.saitama.lg.jp 

 

◇詳細はホームページをご覧ください。 

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

 

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

  ２ （１）ミプロ主催外国人向けのオンラインセミナー 

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

一般財団法人対日貿易投資交流促進協会（ミプロ）では、外国人向けのオンラインセミナー

を開催します。 

本セミナーでは、スタートアップジャパンの創設者である田中美穂氏を迎え、日本での事業

者が受け取ることができる補助金や助成金などの様々な財政支援に関する最新情報を共有し

https://sia1.jp/foreign/coronahotline/
https://sia1.jp/wp-content/uploads/2020/05/86206d74f0450c634e71395d9ea85583.pdf
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/kouryukyoryoku/global-awards.html
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ます。コロナの影響で厳しい経済状況の中で困難を乗り越える方法を見つけるために、ぜひ

ご参加ください。 

 

□日  時：2020 年 9月 17日(木) 14：00～15：30 

□言  語：英語 

□参 加 費：無料 

□問合せ先：一般財団法人対日貿易投資交流促進協会（ミプロ） 

      TEL：03-3988-2791 

E-mail： investment@mipro.or.jp 

 

◇詳細＆参加申込は下記ホームページをご覧ください。  

 https://krs.bz/mipro/m/config-id-investment20200917?&e_2883=1&e_2894=2 

 

 

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

３ 『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ 

       卓球を通して見る中国と日本～二つの故郷が私にくれた宝物 

第３回 「違いがあっても、心は通じる 

～卓球を通した出会いは私の宝物～」  

卓球プロコーチ 鄭慧萍 (テイ ケイヒョウ)さん 

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

今月で鄭慧萍さんのエッセイは最終回です。日本と中国で卓球のトップ選手として活躍され、

今は指導者として選手を指導する鄭さんのエッセイをお楽しみください。 

 

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。 

 

鄭慧萍 (テイ ケイヒョウ)さん プロフィールはこちら 

https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2020/06/c4bce82e461576790dc50e622ce9ae75.pdf 

第 1回エッセイ 本編はこちら 

 https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2020/06/eac46d867d35b5d5fb04e69313b9c012.pdf 

第２回エッセイ 本編はこちら 

https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2020/07/0085550fe3fc27e81346b7f1b6cc636c.pdf 

第３回エッセイ 本編はこちら 

https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2020/08/b918de64c405d01aebc1333c1e245ac7.pdf 

 

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

◆編集後記◆今月で鄭慧萍さんのエッセイは最終回です。異なる文化の国で生活した鄭さん

のエッセイは、グローバルな世界で活躍される読者の皆さんの心に深く響いたのではないで

しょうか？来月からは新しい執筆者のエッセイが始まります。お楽しみに！（MR） 

mailto:investment@mipro.or.jp
https://krs.bz/mipro/m/config-id-investment20200917?&e_2883=1&e_2894=2
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2020/06/c4bce82e461576790dc50e622ce9ae75.pdf
https://www.ggsaitama.jp/wp-admin/post.php?post=12338&action=edit
https://www.ggsaitama.jp/wp-admin/post.php?post=12338&action=edit
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2020/06/eac46d867d35b5d5fb04e69313b9c012.pdf
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2020/07/0085550fe3fc27e81346b7f1b6cc636c.pdf
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2020/08/b918de64c405d01aebc1333c1e245ac7.pdf
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★☆***************************************************************************☆★ 

＊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

