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～「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～ 
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～埼玉県を代表し、メキシコで学びませんか～ 

（４）アジアを舞台に活躍する 日本語パートナーズ埼玉県推薦枠の募集を開始！ 

（５）令和 4年度第 1回グローバル人材向け就職面接会開催のお知らせ 

（６）令和 4年度「彩の国さいたま国際協力基金」助成団体募集 
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３ 『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ 

    タイに行きたい！タイを知りたい！ 

第 3 回 「タイの教育について」 

JICA海外協力隊 2018 年度 2次隊 伊井 誠さん 

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

 

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

 １ （１）6 月 4 日(土)19 時からオンライン開催！ 

埼玉県・オハイオ州グローバルスピーカープログラム成果発表会 

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

埼玉県では、米国オハイオ州との姉妹提携 30周年を記念し、同州のフィンドレー大学と共同

で、令和 3 年度から新たにオンラインプログラム「OSGS プログラム（Ohio Saitama Global 

Speaker Program)」を実施しています。 

第 2期 OSGSプログラム参加メンバーは、今年 1月から約半年間、フィンドレー大学の講義を

オンラインで受講したほか、現地学生とのディスカッション等に全て英語で取り組みました。 

このたび、第 2 期プログラムの集大成として、修了した参加メンバーによる「成果発表会」

を開催します。OSGS プログラムで学んだこと、海外の大学の授業の雰囲気、アメリカの大学

生との交流の様子など、プログラムで培った「英語で発信する力」を最大限に活用して、参加

メンバーたちが英語でプレゼンします。 
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将来、海外大学に現地留学・オンライン留学をしたいと興味を持っている大学生・社会人、ま

だ分からないけれど挑戦してみたいと思っている中学生・高校生は必見！参加メンバーへの

日本語での質問タイムもあります。令和 4 年度のプログラムへの応募を考えている方にもお

すすめです。 

 

□日時：2022年 6 月 4日（土）19：00～20：00 

□開催方法：オンライン（Zoom） 

□定員：50人（先着順） 

 

◇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 成果発表会 

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

□お申込・お問い合わせ：埼玉県国際課国際連携担当 

電話：048-830-2713 

Email:a2705-09@pref.saitama.lg.jp 

 

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

 １ （２）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 

～「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、令和３年度から

オンラインを活用したプログラムを実施しています。 

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プログラムです。 

参加者には、現地大学生等とのオンラインでの交流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！ 

 

□申込方法：埼玉県電子申請システムにより応募 

□応募締切：2022年6月20日（月）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。 

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 

□お申込・お問い合わせ：埼玉県国際課国際連携担当 

電話：048-830-2713 

Email: a2705-09@pref.saitama.lg.jp 

 

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

 １ （３）埼玉県日墨戦略的グローバル・パートナーシップ研修計画派遣奨学生募集 

～埼玉県を代表し、メキシコで学びませんか～ 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/osgsprogramseikahappyou.html
file://///192.168.2.100/sia共有/111.%20令和4年度共有ファイル/3.R4_グローバル担当/15.グローバル人材埼玉ネットワークO/4.メールマガジン/2022年5月31日配信号/メルマガ/a2705-09@pref.saitama.lg.jp
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/osgsprogram.html
file://///192.168.2.100/sia共有/111.%20令和4年度共有ファイル/3.R4_グローバル担当/15.グローバル人材埼玉ネットワークO/4.メールマガジン/2022年5月31日配信号/メルマガ/%20a2705-09@pref.saitama.lg.jp
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

外務省では、日本・メキシコ両国の戦略的グローバル・パートナーシップの強化に貢献でき

る人材の育成を目指し、メキシコにおいて研究・研鑽を積む機会を提供しています。 

奨学生は、メキシコ政府から滞在費等の一部給付を受けながら、スペイン語の習得を中心と

した研修や、メキシコ文化に関する授業などを受けることができます。 

メキシコ州と姉妹提携を結んでいる埼玉県を代表して本プログラムに参加する奨学生を募集

します！ 

 

□募集人数：2人 

□派遣期間：2022 年 10月上旬～2023 年 7 月下旬 

□応募締切：2022 年 6月 20日（月）（消印有効） 

 

◇詳細は、以下のホームページをご覧ください。 

埼玉県日墨戦略的グローバル・パートナーシップ研修計画派遣奨学生 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/nichiboku-shogakusei.html 

□お申込・お問い合わせ：埼玉県国際課国際連携担当 

電話：048-830-2713  

Email: a2705-09@pref.saitama.lg.jp 

 

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

 １ （４）アジアを舞台に活躍する 日本語パートナーズ埼玉県推薦枠の募集を開始！ 

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

埼玉県と独立行政法人国際交流基金との連携事業である日本語パートナーズ埼玉県推薦プロ

グラムの参加者を募集します。 

タイ、インドネシアの学校で、日本語教師や生徒のパートナーとして授業のアシスタントや

日本文化の紹介を行うことで、現地と日本を結ぶ懸け橋となります。 

 

□募集人数：2人（タイ 1人、インドネシア 1人） 

□募集期間：2022 年 5月 26日（木）～7 月 1日（金） 

□説 明 会（オンライン）：2022年 6 月 15日（水）19：00～20：30 

 

◇詳細は以下のホームページをご覧ください。 

埼玉県日本語パートナーズ派遣事業埼玉県推薦プログラム 

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/japanese-partners.html 

□お問い合わせ：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 

 

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

 １ （５）令和 4 年度第 1 回グローバル人材向け就職面接会開催のお知らせ 

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

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/nichiboku-shogakusei.html
file://///192.168.2.100/sia共有/111.%20令和4年度共有ファイル/3.R4_グローバル担当/15.グローバル人材埼玉ネットワークO/4.メールマガジン/2022年5月31日配信号/メルマガ/a2705-09@pref.saitama.lg.jp
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/japanese-partners.html
file://///192.168.2.100/sia共有/111.%20令和4年度共有ファイル/3.R4_グローバル担当/15.グローバル人材埼玉ネットワークO/4.メールマガジン/2022年5月31日配信号/メルマガ/a2705-01@pref.saitama.lg.jp
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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

ーバル人材向け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ぜひご

活用ください！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：2022 年 6月 10日（金）12：00～17：00 

（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=1783 

□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 

 

◇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/ 

 

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

 １ （６）令和 4 年度「彩の国さいたま国際協力基金」助成団体募集

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

（公財）埼玉県国際交流協会では、埼玉県内に活動拠点があり、国際協力活動を積極的に行

う団体に対し助成を行っています。申請を希望する場合は下記により申請書を作成し、協会

あてに郵送又は電子メールで提出をお願いします。 

 

□対象事業：県内に活動拠点を有する団体が行う次の事業 

      ・県内で外国人を直接の対象とした国際協力活動（県内協力事業） 

      ・海外で地域住民とともに実施する国際協力活動（海外協力事業） 

□助成内容：①県内協力事業 助成限度額 20万円（助成率は事業経費の 50％以内） 

      ②海外協力事業 助成限度額 50万円（ 同上 ） 

□応募方法：協会ホームページから申請要領（「彩の国さいたま国際協力基金令和 4年度助成

金の申請について」）をダウンロードして確認のうえ、申請書を作成して協会あ

てに郵送又は電子メールで提出 

□受付期間：令和 4 年 5 月 27日（金）～令和 4年 6月 30日（木）【必着】 

□問合せ先：公益財団法人埼玉県国際交流協会 事業推進担当 本多 

      電話：048-833-2992  FAX：048-833-3291  E-mail：jigyo@sia1.jp 

 

◇詳しくは、以下のホームページをご覧ください。 

https://www.sia1.jp/international/assist  

https://www.sonic-city.or.jp/?page_id=1783
https://www.ggsaitama.jp/information11544/
https://www.sia1.jp/international/assist
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 ２ 【オンラインイベント】アメリカ大使館 領事部に聞く 学生ビザ申請について 

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

EducationUSAはアメリカ大使館のビザ課領事が「学生ビザ申請」について説明するオンライ

ンイベントを開催します。 

 

□日  時：2022 年 6月 7日（火）12：00～13：00 

□参 加 費：無料 

□使用言語：英語・日本語 

 

◇詳細はホームページをご覧ください。 

https://americancenterjapan.com/event/202206077995/ 

 

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

３ 『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ 

タイに行きたい！タイを知りたい！ 

第 3回 「タイの学校教育について」 

JICA 海外協力隊 2018 年度 2次隊   伊井 誠さん 

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

伊井さんのエッセイは今月が最終回です。タイの教育システムとはどんなものなのでしょう

か？JICAの協力隊員だからこそ経験するタイの学校生活について、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。 

 

伊井 誠さん プロフィールはこちら 

https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2022/03/1a20352fb72c671069a503b935ac3b26.pdf 

第 1回エッセイ 本編はこちら 

https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2022/03/b79df06777ecce84975cfdf5e4e28e28.pdf 

第 2回エッセイ 本編はこちら 

https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2022/04/660d1bdd2a4e8d3e9e70559aa3b8da08.pdf 

第 3回エッセイ 本編はこちら 

https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2022/05/f4c5f0646d57d63cab18556176fbe0e5.pdf 

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

◆編集後記◆海外からの観光客の制限緩和など、日常生活を元に戻す過程が少しずつです

が進んできています。そろそろ海外に・・・と楽しみにしている方も多いのではないでしょ

うか？埼玉県国際交流協会では大宮、川越、川口のパスポートセンター内にクイックフォト

スタジオを設置しています。パスポート、ビザ、マイナンバーカードなどクイックフォトス

タジオで写真を撮りませんか？詳しくはこちらをご覧ください。https://sia1.jp/passport/

https://americancenterjapan.com/event/202206077995/
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2022/03/1a20352fb72c671069a503b935ac3b26.pdf
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2022/03/b79df06777ecce84975cfdf5e4e28e28.pdf
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2022/04/660d1bdd2a4e8d3e9e70559aa3b8da08.pdf
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2022/05/f4c5f0646d57d63cab18556176fbe0e5.pdf
https://sia1.jp/passport/
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（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

