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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 

2020 年 12 月 28 日 

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

 

◆もくじ（CONTENTS）◆ 

１ 埼玉県及び GGS からのお知らせ   

（１） 【オンライン開催】教員のための SDGs 勉強会 2021 

（２） 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 

（３） 新型コロナウイルス感染防止対策のお願い～県内在留外国人の皆さまへお伝えく

ださい～ 

 

２ イベント 

（１） グローバルセミナー2021 オンライン ～地域で育むパートナーシップ～ 

（２） 外国人による日本語スピーチコンテスト出場者募集（録画によるオンライン） 

（３） 2021 年度 官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラ

ム～大学生等コース第 14期及び高校生コース第 7期の募集について 

 

３ 『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ 

   世界の果てに住んでみた 

第１回 「サモア：常夏の島に住んでみた」 

平成 29 年度「埼玉発世界行き」奨学生 駒橋 冴季さん 

 

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

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

 １ （１）【オンライン開催】教員のための SDGs 勉強会 2021 

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

SDGsの目標達成とされる 2030 年まであと 10年を切りました。どう授業の中に取り入れる？

児童・生徒に伝えるには？実際に現場で指導されている先生方の授業実践報告と共に、考え

て、学び合いませんか。小学校、中学校、高校、特別支援学校の先生方より、SDGs に関する

授業実践報告を聞き、さらに実践案を作成します。教員以外の方も参加可能です！ 

 

□日  時：2021年 1月 31日（日）13：00～16：30（12:45受付） 

□対  象：教員、若者（中・高・大学生・社会人）、NGO関係者、在住外国人、 

関心のある方ならどなたでも 

□定  員：先着 100 名 

□参 加 費：無料 
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□申込方法：E-mail、またはチラシの QR コードよりお申込みください。 

□主  催：独立行政法人国際協力機構 東京センター（JICA東京）、埼玉ユニセフ協会、 

埼玉県国際交流協会 

□お問合せ：Email：jicadpd-desk-saitamaken@jica.go.jp 

□詳  細：https://sia1.jp/topics/kyoinseminar2021/ 

 

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

 １ （２）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

ションに不安のある外国人の方の通訳を行っています。 

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、周知に協力をお願いします。 

 

□対応時間：24 時間（土日祝日含む) 

□電話番号：048-711-3025 

□対応言語：19 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、ミャンマー語、 

クメール語、モンゴル語、シンハラ語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、 

ロシア語、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 （３）新型コロナウイルス感染防止対策のお願い～県内在留外国人の皆さまへお伝え

ください～ 

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

年末が近づいており、人が集まる機会が多い季節となりました。日本人のみならず、在住

外国人が自国の伝統や風習等に基づき行うお祭り等を控え、更なる感染症対策が求められて

います。つきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、改めて周囲の在住外

国人の方への注意喚起にご協力ください。 

mailto:jicadpd-desk-saitamaken@jica.go.jp
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◇詳細はホームページをご覧ください。 

https://sia1.jp/topics/saitamacorona/ 

 

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

 ２ （１）グローバルセミナー2021 オンライン ～地域で育むパートナーシップ～ 

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

SDGs（持続可能な開発目標）の世界的な取り組みが始まって 5 年、この目標はどこまで達成

できたのでしょうか。そしてあと 10年で、私たちが取り組まなければならないことは何でし

ょうか。世界的な新型コロナウイルス感染拡大の中で、全人類が力を合わせて取り組む必要

性が、今ほど求められているときはありません。「教育」は、『共育』『協育』『響育』へ。「学

校」・「家庭」・「地域」で共に考え、共に実践しながら学び合う“きょういく”の多様性を考え

ませんか？対象は関心のある方はどなたでも参加できます！定員は先着100名、参加費無料。

メール、または申込フォームよりお申込みください。 

 

□日  時：2021年 2月 14日（日）13：00～16：45（12:30受付） 

□応募方法：下記チラシの QRコード、メールによりお申込み 

 チラシ表面：https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2020/12/20201203095843.pdf 

チラシ裏面：https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2020/12/20201203095853.pdf 

□主  催：（特定非営利活動法人）埼玉 NGO ネットワーク、独立行政法人国際協力機構 東

京センター（JICA東京） 

□お問合せ：Email：jicadpd-desk-saitamaken@jica.go.jp 

 

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

 ２ （２）外国人による日本語スピーチコンテスト出場者募集（録画によるオンライン） 

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

戸田市内または近隣市に在住・在勤・在学し、日本語を母語としない中学生以上の方が対象

です。日本で暮らして感じたことなどをテーマにお話しいただきます。表彰者、出場者には

商品があります。 

 

□日  時：2021年 2月 14日（日）10：00～ 

□場  所：さくらパル 2階 会議室 

□主  催：（公財）戸田市国際交流協会 

□申  込：2021年 1月 30日（土）までに申込書を戸田市国際交流協会へ 

□詳  細：ホームページをご確認ください。 

http://www.toda-tifa.jp/ 

 

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

 ２ （３）2021 年度 官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プログラ

ム～大学生等コース第 14 期及び高校生コース第 7 期の募集について 

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

https://sia1.jp/topics/saitamacorona/
mailto:jicadpd-desk-saitamaken@jica.go.jp
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（独）日本学生支援機構は、官民協働海外留学支援制度～トビタテ！留学 JAPAN 日本代表プ

ログラム～の派遣留学生の募集を行います。“産業界を中心に社会で求められる人材”、“世界

で、又は世界を視野に入れて活躍できる人材”の育成という観点から、支援にふさわしい生

徒等を広く募集します。なお、新型コロナウイルス感染症の状況等によっては、今後、内容の

変更等もあります。 

 

□申請期間：大学生等コース：2021年 2月 1 日（月）～2月 26日（金）、 

高校生コース アカデミック（テイクオフ）以外：2021年 1月 4 日（月） 

～1 月 29日（金） 

高校生コース アカデミック（テイクオフ）：2021年 4月 1日(木) 

～4 月 20日（火） 

□対  象：我が国の高等教育機関に在籍する日本人学生 

□募集人数：大学生等コース：400名（予定） 

      高校生コース：800名（予定） 

□詳  細：ホームページをご確認ください。 

      https://tobitate.mext.go.jp/ 

 

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

３ 『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ 

       世界の果てに住んでみた 

第１回 「サモア：常夏の島に住んでみた」 

平成 29年度「埼玉発世界行き」奨学生 駒橋 冴季さん 

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

駒橋冴季さんのエッセイがスタートしました。駒橋さんがこれまでに暮らした「世界の果て」

で体験し、感じたことを紹介してくださいます。第１回目は、「常夏の島に住んでみた」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。 

 

駒橋 冴季さん プロフィールはこちら 

 https://www.ggsaitama.jp/wp-

content/uploads/2020/12/ddf7049abfa8a1a15d3322ef11dad76d.pdf 

第 1 回エッセイ 本編はこちら 

 https://www.ggsaitama.jp/wp-

content/uploads/2020/12/b20c6d70cbc4fe4b09cb6138bb2d6be5-1.pdf 

 

 

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

◆編集後記◆今年も残すところ 3 日となりました。新しい年を迎える準備はお済みでしょう

https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2020/12/ddf7049abfa8a1a15d3322ef11dad76d.pdf
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2020/12/ddf7049abfa8a1a15d3322ef11dad76d.pdf
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2020/12/b20c6d70cbc4fe4b09cb6138bb2d6be5-1.pdf
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2020/12/b20c6d70cbc4fe4b09cb6138bb2d6be5-1.pdf


5 

か。「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」は年末年始も 24 時間お電話

にて、相談をお受けしています。コロナウイルスに関する心配事がありましたら、ご活用く

ださい。今年もメールマガジンをお読みいただき、ありがとうございました。来年が皆様に

とって素晴らしい一年になりますように、お祈りしています。どうぞよいお年をお迎えくだ

さい。（H.H） 

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

＊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 

LINE ID：@739whdad 
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