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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 

2021 年 8 月 31 日 

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

◆もくじ（CONTENTS）◆ 

１ 埼玉県及び GGSからのお知らせ   

（１） 埼玉県･オハイオ州グローバルスピーカープログラム参加者募集（後期） 

～「英語で発信する力」を！ オンラインで米国大学の授業を受講～ 

（２） 埼玉県の友好州省への留学に挑戦してみませんか？ 

―中国・山西省／アメリカ・オハイオ州への奨学生 ２０２２年派遣者募集― 

（３） 「埼玉グローバル賞」の候補者を募集しています。 

―世界に目を向けた分野で活躍する個人・団体を表彰― 

（４） 埼玉県・埼玉りそな銀行・武蔵野銀行・埼玉縣信用金庫提携留学ローン 

―世界に挑戦するあなたを応援します！― 

 

２ イベント 

（１） 「第 29回日本語スピーチコンテスト」出場者募集！ 

（２） 「第 42回中国語スピーチコンテスト」出場者募集！ 

（３）  2021年第 2 回日本語能力試験の実施 

 

３ 『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ 

   Think Globally. Act Locally. 

第３回 「全速力で遠回り」 

令和３年度 埼玉県・県立学校長期派遣研修者 金田 智さん 

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

 

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

１ （１）埼玉県･オハイオ州グローバルスピーカープログラム参加者募集（後期） 

～「英語で発信する力」を！ オンラインで米国大学の授業を受講～ 

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

埼玉県では、姉妹州である米国オハイオ州との姉妹提携 30 周年を記念して、新たにオンライ

ンを活用したプログラムを開講します。 

オハイオ州のフィンドレー大学とリアルタイムで結び、「英語で発信する力」を日本にいなが

ら身に着けることを目指した参加型オンラインプログラムです。 

参加者には、オンラインによるフィンドレー大学生とのディスカッションや交流、英語によ

るプレゼンテーションの機会が用意されています。また、プログラムの受講はフィンドレー

大学の正式な授業として単位認定されます。 

埼玉県の代表として参加し、受講の成果を本県のために生かす意欲のある方を募集します！ 
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□応募締切：2021 年 10月 12日（火）17 時 15分（必着） 

□申込・問合せ先：埼玉県庁県民生活部国際課国際戦略担当 

TEL：048-830-2713 E－mail: a2705-09@pref.saitama.lg.jp  

 

◇詳細は、以下のホームページをご覧ください。 

埼玉県･オハイオ州グローバルスピーカープログラム 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/osgsprogram.html 

 

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

 １ （２）「埼玉県の友好州省への留学に挑戦してみませんか？ 

―中国・山西省／アメリカ・オハイオ州への奨学生 ２０２２年派遣者募集― 

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

埼玉県では、県の友好州省へ奨学生を派遣しています。 

現在、2022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など、大変魅力的なプログラムです。 

本県を代表して現地で学び、姉妹友好州省との友好親善の懸け橋となる意欲のある方を募集

しています。 

 

＜募集内容＞ 

１ 中国・山西省への派遣 

(1)派 遣 先：山西大学 

(2)派遣期間：2022 年 9月以降 

期間は 1か月、3 か月、6か月又は 1年間から選択 

(3)募集人数：5名 

(4)特    典：授業料・寮費免除 

(5)応募締切：2021 年 10月 22日（金）17時 15分（必着） 

◇詳細は、以下のホームページをご覧ください。 

中国・山西省スカラシップ(山西大学派遣) 

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

 

２ アメリカ・オハイオ州への派遣 

(1)派 遣 先：フィンドレー大学 

(2)派遣期間：2022 年 8月～2023年 4 月 

(3)募集人数：1名 

(4)特    典：授業料免除 

(5)応募締切：2021 年 11月 29日（金）17時 15分（必着） 

◇詳細は、以下のホームページをご覧ください。 

アメリカ・オハイオ州スカラシップ(フィンドレー大学派遣) 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/kouryukyoryoku/ohioscholarship.html 

 

□申込・問合せ先：埼玉県庁県民生活部国際課国際戦略担当 

mailto:a2705-09@pref.saitama.lg.jp
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/osgsprogram.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/sanscholarship.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/kouryukyoryoku/ohioscholarship.html
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TEL：048-830-2718 E－mail: a2705-09@pref.saitama.lg.jp  

奨学生派遣事業のホームページ： 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/kouryukyoryoku/scholarship.html 

 

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

 １ （３）「埼玉グローバル賞」の候補者を募集します。 

―世界に目を向けた分野で活躍する個人・団体を表彰― 

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

埼玉県では、世界を意識した取組や、地域の国際化に向けて活動する埼玉県にゆかりのある

個人・団体を応援し、「世界への挑戦」「未来への投資」「地域国際化」の 3分野で、その功績

をたたえ「埼玉グローバル賞」として表彰します。 

自薦・他薦は問いません。また、国籍は問いません。多くの方から推薦をお待ちしています。 

□募集締切：2021 年 9月 30日（木） 

□問合せ先：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 

◇詳細は埼玉県庁ホームページ(令和 3 年度「埼玉グローバル賞」候補者募集）をご覧くださ

い。 

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

 

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

 １ （４）埼玉県・埼玉りそな銀行・武蔵野銀行・埼玉縣信用金庫提携留学ローン 

―世界に挑戦するあなたを応援します！― 

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

埼玉りそな銀行、武蔵野銀行、埼玉縣信用金庫では、埼玉県から海外へ留学する方を対象と

した提携留学ローンを取り扱い、世界に挑戦する方々を応援しています。留学資金を検討さ

れる際は、ぜひご活用ください。 

□対象者：県内在住・在学の高校生・大学生・社会人など 

□対象となる留学：海外の大学、大学院、短期大学又はこれに準ずる教育機関への１か月

（４週間）以上の留学及び海外の高等学校への３か月以上の留学。 

※融資を受けるに当たっては金融機関の審査が必要です。 

□問合せ先：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 

◇詳細は埼玉県庁ホームページ(埼玉県・埼玉りそな銀行・武蔵野銀行・埼玉縣信用金庫 提

携留学ローン）または、各提携先金融機関のホームページをご覧ください。 

埼玉県HP：https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/global/loan.html 

 

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

 ２ （1）「第29回日本語スピーチコンテスト」出場者募集！ 

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

城西大学国際協力センター主催、「第 29 回日本語スピーチコンテスト」の出場者を募集しま

す。日頃学んでいる学習の成果を確かめる場として、皆さんの参加を期待いたします。 

mailto:a2705-09@pref.saitama.lg.jp
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/kouryukyoryoku/scholarship.html
file:///C:/Users/miya-/Downloads/a2705-01@pref.saitama.lg.jp
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/kouryukyoryoku/global-awards.html
file:///C:/Users/miya-/Downloads/a2705-01@pref.saitama.lg.jp
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/global/loan.html
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□日  時：2021 年 10月 9日（土）13 時～ 

□会  場：城西大学 坂戸キャンパス（東武越生線 川角駅下車） 

（オンラインでの実施となる場合があります） 

□応募資格：高等学校、日本語学校、専門学校、大学（大学院・短大・別科を含む）に在学 

している外国人留学生 

□テ － マ：自由 

□応募期間：2021 年 9月 1日（水）～2021年 9月 29日（水）  

□応募方法：下記 Webページへアクセスし、応募フォームに必用事項およびスピーチの 

テーマと要旨を記入して応募してください。 

https://forms.office.com/r/YJPvzvxzSF 

□お問合せ：「日本語スピーチコンテスト」実行委員会事務局 

〒350-0295 坂戸市けやき台１-１ 城西大学別科事務室内（13号館 6階） 

TEL：049（271）7791 ／ FAX：049（271）7547 ／ Mail：bekka@josai.ac.jp 

※お電話でのお問い合わせ時間：9：30～16：30（除 11：30～12：30） 

◇詳細はホームページをご覧ください。 

https://www.josai.ac.jp/education/bekka/index.html 

 

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

 ２ （２）「第42回中国語スピーチコンテスト」出場者募集！ 

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

NPO法人埼玉県日本中国友好協会は、中国語を学んでいる方々が日頃の学習成果を発表し、

中国語学習の普及と質の向上を目指すため、中国語スピーチコンテストを開催します。日中

友好の趣旨に基づくものであれば テーマは自由です。 

 

□日  時：2021 年 10月 17日（日）13 時～17時 30分 

□会  場：浦和コミュニティーセンター9階 第 15集会室 

      さいたま市浦和区東高砂町 11-1（浦和駅東口徒歩 1分） 

□応募資格：県内在住、在勤、在学の方で、日本国籍を有する方。 

□応募締切：2021 年 9月 18日（土）  

□応募方法：参加申込書に記入の上、発表原稿と共に下記までメール添付で送信してくださ

い。 

□問合せ・原稿送付先：特定非営利活動法人 埼玉県日本中国友好協会 

〒330-0835  

さいたま市大宮区北袋町 1-285 てらこやラボ新都心３号室 

担当：中村・久保田・橋本 

TEL：048-782-8049 

FAX：048-782-8149 

E-mail: saitama.nichu@nifty.com 

 

◇詳細はホームページをご覧ください。 

https://forms.office.com/r/YJPvzvxzSF
file:///C:/Users/miya-/Downloads/bekka@josai.ac.jp
https://www.josai.ac.jp/education/bekka/index.html
mailto:saitama.nichu@nifty.com
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http://www.jcfa-saitama-or.jp/ 

 

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

 ２ （３）2021 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：2021 年 12月 5日(日) 

□申込期間：2021 年 8月 26日(木)～2021 年 9月 16日(木)17:00まで 

□申込方法：インターネット 

□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 

 

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

３ 『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ 

       Think Globally. Act Locally. 

第 3回 「全速力で遠回り」 

令和３年度 埼玉県・県立学校長期派遣研修者 金田 智 さん 

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

金田智さんのエッセイも今回が最終回です。金田さんが考えるグローバル人とは？そしてそ

う考えるに至った経験とは？どうぞお楽しみください。 

 

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。 

 

金田 智さん プロフィールはこちら 

https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2021/06/62f564d5ebe8d4a249c9a2152deba05e.pdf 

第 1回エッセイ 本編はこちら 

https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2021/06/d1dd723d389c3f80b7c9e10b2969a3ba.pdf  

第２回エッセイ 本編はこちら 

https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2021/07/5341d4e4fa6d03729c32d00b48e07aec.pdf 

第３回エッセイ 本編はこちら 

https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2021/08/f24782cdc9942c2a80f852d2b3d19add.pdf 

 

http://www.jcfa-saitama-or.jp/
https://www.jlpt.jp/index.html
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2021/06/62f564d5ebe8d4a249c9a2152deba05e.pdf
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2021/06/d1dd723d389c3f80b7c9e10b2969a3ba.pdf
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2021/07/5341d4e4fa6d03729c32d00b48e07aec.pdf
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2021/08/f24782cdc9942c2a80f852d2b3d19add.pdf
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★☆**************************************************************************☆★ 

◆編集後記◆大学時代のアメリカ留学のエピソードをシェアしていただいた金田さんのエ

ッセイは今月で最終回です。エッセイを通して当時のアメリカを感じることができたのでは

ないでしょうか？新型コロナウイルス感染症の影響で海外はおろか国内も出かける機会が減

っていますが、実際に出かけ、体験・交流できる日々が 1 日でも早く戻ってくることを願う

ばかりです。（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】 

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 

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

