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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 9 月 30 日 

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

◆もくじ（CONTENTS）◆ 

１ 埼玉県及び GGSからのお知らせ   

（１） 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― 

（２） 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！― 

（３） 【11/5開催】令和 3 年度第 2回グローバル人材就職面接会開催のお知らせ 

 

２ イベント 

【イベント企画・参加者募集】中国「ふれあいの場」大学生交流事業(オンライン） 

 

３ 『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ 

   学び続ける者のストーリー 

第１回 「留学で人が変わるというのは本当だった」 

平成２３年度 「埼玉発世界行き」奨学生 長 拓実さん 

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

 

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

 １ （１）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 
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(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：埼玉県県民生活部国際課 国際戦略担当 

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 （２）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。 

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

 

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

 １ （３）【11/5開催】令和３年度第２回グローバル人材就職面接会開催のお知らせ 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/sanscholarship.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/kouryukyoryoku/ohioscholarship.html
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/global/loan.html
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

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

める学生や既卒者の皆さんも対象です。 直接企業の採用担当者からの説明が聞けるほか、

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感染拡大防止のため、事前予約制にて開催い

たします。 

 

□開催日時：2021 年 11月 5 日(金)12：00～16：30  

（事前予約制です。GGS が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 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（共に既卒者含む）  

□参 加 費：無料  

 

◇申込方法など詳細はホームページをご覧ください。 

https://www.ggsaitama.jp/information14670/ 

 

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

 ２ 【イベント企画・参加者募集】中国「ふれあいの場」大学生交流事業（オンライン） 

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

独立行政法人国際交流基金日中交流センターでは、オンラインで開催する日中交流イベント

の企画・参加者を募集しています。 

審査を経て採用されたチームは、中国「ふれあいの場」の大学生と数か月に渡ってオンライ

ンで交流・共同作業を行います。協力しながらイベントの企画内容を完成させ、オンライン

にてその成果発表をイベントとして実施します。 

みなさんの自由な発想で日中交流イベントを企画し、中国の学生とともにイベントを創り上

げてください！ イベント実施経費は原則、国際交流基金日中交流センターが負担します。 

 

□応募受付期間：2021 年 10 月 9 日（土）～11 月 1 日（月） 

□応 募 資 格：日本国内の大学・高専（4・5年次）等に在籍する学生。専攻や中国語レベル

は問いません。（1 チーム 5、6 名程度） 

□実 施 期 間：2021 年 12 月～2022 年 3 月 

□実 施 方 法：オンライン 

□中国側交流大学：中国「ふれあいの場」を開設している大学  

※中国「ふれあいの場」https://www.chinacenter.jp/japanese/fureai/ 

 

★説明会を行います！ 

「国際交流やイベント企画に興味があるけど、どんなことをするのか、どのように申請した

https://www.sonic-city.or.jp/?page_id=178
https://www.ggsaitama.jp/information14670/
https://www.chinacenter.jp/japanese/fureai/
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らいいのかよくわからない…」という方に向けて、Zoom を使用してオンライン説明会を行い

ます。 

□日時：10 月 8 日（金）、10 月 22 日（金）18:00～19:00（時間、内容は両日同じ） 

 

◇詳細や応募方法、説明会については、必ず下記のサイトでご確認ください。 

https://www.chinacenter.jp/japanese/network/college/ 

 

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

３ 『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ 

       学び続ける者のストーリー 

第１回 「留学で人が変わるというのは本当だった」 

平成２３年度「埼玉発世界行き」奨学生 長 拓実さん 

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

今月からリレーエッセイを担当してくださるのは、長 拓実さん。第１回は長さんの大学時

代の留学から始まります。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。 

 

長 拓実さん プロフィールはこちら 

https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2021/09/d3f1e227c29fd7271c4da8bd00c306fb.pdf 

第 1回エッセイ 本編はこちら 

https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2021/09/dfd766060f9f7b940321ee06f4e38954.pdf 

 

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

◆編集後記◆暑かった夏も気づけば終わり、季節は秋です。秋といえば…食欲の秋！とい

う方も多いのではないでしょうか？ コロナ禍での食欲の秋の楽しみ方としてお取り寄せグ

ルメはいかがでしょうか？ 「埼玉県産農産物応援サイト」ではご自宅から電話や WEBで注

文できる農園や農家を取りまとめております。ぜひご覧ください。（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://www.chinacenter.jp/japanese/network/college/
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2021/09/d3f1e227c29fd7271c4da8bd00c306fb.pdf
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2021/09/dfd766060f9f7b940321ee06f4e38954.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0902/otoriyose.html
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

