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★☆***********************************************************************☆★ 
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（２） 【10月 23日締切！】埼玉県の友好省への留学に挑戦してみませんか？ 

－中国・山西省への奨学生 2021年派遣者募集－ 
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（１） 【オンライン開催】第 3回世界の今どうなっているの？～日本と SDGs～ 

（２） 第 5回英語でニッポンを語ろう！コンテスト in川越（11/28 オンライン開催） 

 

３ 『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ 

   山あり谷あり、自分と向き合う海外生活  

    第 1回 「世界に門戸を開いた高校時代」 
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★☆*************************************************************************☆★ 

 

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

 １ （１）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、世界中で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 ZOOMを利用できる高校生 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/ 

https://www.ggsaitama.jp/information13473/
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※同時に、「埼玉発世界行き」奨学生 OB・OG 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 （２）【10月 23日締切】埼玉県の友好省への留学に挑戦してみませんか？ 

      －中国・山西省への奨学生 2021年派遣者募集－ 

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

埼玉県では、毎年、県の友好省である中国・山西省へ奨学生を派遣しています。 

現在、2021 年に派遣する奨学生を募集しています。留学先である山西大学の授業料及び寮費

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。 

なお、新型コロナウイルスの感染状況によっては派遣できない場合があることをご了承くだ

さい。 

 

◇詳細は、以下のホームページをご覧ください。 

 中国・山西省（山西大学派遣） 

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

 

□応募締切：2020 年 10月 23日（金）（当日消印有効） 

□お問合せ：埼玉県庁国際課国際戦略担当 

      電話：048-830-2718 Email : a2705-09@pref.saitama.lg.jp 

  ホームページ：http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/kouryukyoryoku/scholarship.html 

 

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

 １ （３）グローバル人材就職面接会(2020 年 12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 12月 2日（水）に開催します。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：12月 2 日(水)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 

https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2020/08/48b174c60d5569a750c4dafd914f4dbd.docx
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/sanscholarship.html
mailto:a2705-09@pref.saitama.lg.jp
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/kouryukyoryoku/scholarship.html
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      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 

      （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/ 

 

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

 ２ （１）【オンライン開催】第 3 回世界の今どうなっているの？～日本と SDGs～ 

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

JICA埼玉デスク主催によるオンラインイベント、今回は「日本と SDGs」をテーマに取り上げ

ます。 

JICA 海外協力隊経験者や国内外で SDGs に関連した活動を実施されている方に、海外や日本

での活動を SDGsの視点からお話しいただきます。 

その後のフリートークの場で、皆さんも一緒に「日本と SDGs」について考えていきませんか？ 

 

□日  時：2020 年 10月３日(土) 19：00～20：30 

□申込方法：下記 URLよりお申込み 

https://docs.google.com/forms/d/1yd8exnLCEawSQPV8HajX0mUg4EwjTicOlc3ejjmxmpw/edit 

□申込締切：10月 2 日（金） 

□お問合せ：JICA 埼玉デスク 矢田部建佑 

      電話：048-833-2992 

      Email：jicadpd-desk-saitamaken@jica.go.jp 

 

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

 ２ （２）第 5回英語でニッポンを語ろう！コンテスト in 川越（11/28 オンライン開催） 

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

「世界に伝えたい！日本の素晴らしさ・日本の魅力」をテーマに、一般・学生・小学生部門に

分かれて英語のスピーチ、プレゼンテーションなどの発表があります。今年はコロナ対策と

してオンラインによる個人部門のみの開催となります。特別枠として外国人による日本語部

門もあります。一般および学生部門の部門賞受賞者には賞金５万円、小学生、外国人部門出

場者には賞品を贈呈します。 

 

https://www.sonic-city.or.jp/?page_id=178
https://www.ggsaitama.jp/information11544/
https://ggs-jobmatch.jp/
https://www.ggsaitama.jp/job-support13336/
https://www.ggsaitama.jp/for-japanese/job-support/
https://docs.google.com/forms/d/1yd8exnLCEawSQPV8HajX0mUg4EwjTicOlc3ejjmxmpw/edit
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□日  時：2020 年 11月 28日（土）14：00～（オンライン開催） 

□応募方法：下記 URLよりお申込み 

https://eigonomachi.jp/ 

□応募締切：10月 20 日（火） 

□お問合せ：NPO 法人 英語の通じる街実行委員会 運営事務局 

      〒350-1122 埼玉県川越市脇田町 23-5 ライフシティ 414 

      電話：049-299-7105（平日 10時～17時） 

 

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

３ 『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ 

       山あり谷あり、自分と向き合う海外生活 

第１回 「世界に門戸を開いた高校時代」 

平成 30年度「埼玉発世界行き」奨学生 鶴山 えりかさん 

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

今月からエッセイを担当してくださるのは鶴山えりかさん。学生時代に抱いた夢に向かって

邁進する鶴山さんが世界に目を向けたきっかけは？高校時代編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。 

 

鶴山 えりかさん プロフィールはこちら 

https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2020/09/552ecf02d2a25a94d02a90aea4070b41.pdf 

第 1回エッセイ 本編はこちら 

 https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2020/09/ff1e49c748d94ec562980c0dcb56de8c.pdf 

 

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

◆編集後記◆今月から新しいリレーエッセイが始まりました。「学生の方へのインスピレーシ

ョンになれば」との執筆者の思いが届くといいなと思っています。感想等を下記メールアド

レス宛にぜひお寄せください。今後の執筆者も随時募集中です！（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】 

https://eigonomachi.jp/
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2020/09/552ecf02d2a25a94d02a90aea4070b41.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/2020/09/ff1e49c748d94ec562980c0dcb56de8c.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
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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 

LINE ID：@739whdad 

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

