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★☆***********************************************************************☆★ 
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－中国・山西省／アメリカ・オハイオ州／オーストラリア・クイーンズランド州
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（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（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～ 

（３） 身近な外国人を支援するボランティアを育成します 

   ～外国人お助けボランティア育成研修 参加者募集中～ 

（４） 令和 4年度第 2回グローバル人材向け就職面接会開催のお知らせ 

 

２ イベント 

【グローバルフェスタ JAPAN2022】地球案内人が見た途上国のあんなコト、こんなコト 

 

３ 『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ 

    日本からロシア、そしてハンガリーへ 

第１回 「埼玉時代」 

ロシア科学アカデミー・スラヴ学研究所研究員  木村 香織さん 

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

 

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

 １ （１）埼玉県の姉妹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／オーストラリア・クインズランド州

への奨学生 2023 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、2023年に派遣する奨学生を募集しています。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っていただける方を募

集しています。 

 

<募集内容> 

１ 中国・山西省への派遣 

 □派 遣 先：山西大学 
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 □派遣期間：2023 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 

 □募集人数：5 名 

 □特  典：授業料・寮費免除 

 □応募締切：2022 年 11月 4日（金）17 時 15分 

      （申請は「埼玉県電子申請・届出サービス」によるオンライン受付のみ） 

 

◇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 

 □派 遣 先：フィンドレー大学 

 □派遣期間：2023 年 8月～2024年 4 月 

 □募集人数：1 名 

 □特  典：授業料免除 

 □応募締切：2022 年 11月 30日（水）17時 15分 

       （申請は「埼玉県電子申請・届出サービス」によるオンライン受付のみ） 

 ◇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 

 

３ オーストラリア・クイーンズランド州への派遣 

 □派 遣 先：サザンクロス大学ゴールドコーストキャンパス附属英語学校 

 □派遣期間：2023 年 2月～3月のうち 5 週間 

 □募集人数：1 名 

 □特  典：授業料免除 

 □応募締切：2022 年 10月 31日（月）17時 15分 

       （申請は「埼玉県電子申請・届出サービス」によるオンライン受付のみ） 

 ◇詳細は、以下のホームページをご覧ください。 

埼玉県・クイーンズランド州スカラシップ〈大学附属英語学校派遣〉 

   https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/icte-uq.html 

 

□お申込・お問合せ：埼玉県県民生活部国際課 国際連携担当 

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

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

 

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

 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（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～ 

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

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/sanscholarship.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/kouryukyoryoku/ohioscholarship.html
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/icte-uq.html
mailto:a2705-09@pref.saitama.lg.jp
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/kouryukyoryoku/scholarship.html
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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！ 

 

□実施形態：オンライン 

 □期  間：2023 年 1月～5月（全 15 回） 

 □募集人数：5 名 

 □特  典：参加費無料、学歴・年齢不問、現地学生とのオンライン交流 

 □応募締切：2022 年 10月 11日（火）17時 15分 

       （申請は「埼玉県電子申請・届出サービス」によるオンライン受付のみ） 

◇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・お問合せ：埼玉県県民生活部国際課 国際連携担当 

電話：048-830-2713 Email: a2705-09@pref.saitama.lg.jp 

 

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

 １ （３）身近な外国人を支援するボランティアを育成します 

～外国人お助けボランティア育成研修 参加者募集中～ 

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

埼玉県の在留外国人は令和 3 年末時点で約 20 万人です。今後も日本人住民と外国人住民が

共に地域を支える多文化共生社会の実現に向けて、外国人の支援に携わる人材の育成がます

ます重要になっています。 

そこで、県では、県内の外国人住民が増加・多様化する中、地域で生活する身近な外国人を

支援するボランティアの方を育成し、日本人も外国人も共に暮らしやすい地域づくりを進め

ています。 

このたび、外国人住民に対する声掛けなど、身近な支援ができるボランティアを育成する

「外国人お助けボランティア育成研修」を開催します。 

 

□日  時：2022 年 10月 31日（月）13 時から 16時 

□場  所：鴻巣市市民活動センター会議室 

      （鴻巣市本町 1-2-1   エルミこうのすアネックス 3階） 

□募集人数：100 名 

□研修内容・講師：(1) やさしい日本語：外国人にも分かりやすいやさしい日本語のお話・ 

ロールプレイング 

       【講師】ひらがなネット日本語教育アドバイザー／東京にほんごネット 

代表 有田玲子氏 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/osgsprogram.html
mailto:a2705-09@pref.saitama.lg.jp
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        (2) ボランティアの心得：外国人住民支援の心構えやヒント 

       【講師】自治体国際化協会 地域国際化推進アドバイザー 石井ナナヱ氏 

               UNIBIRD株式会社 代表取締役社長 エンピ・カンデル氏 

        (3) 市町村事例紹介：市町村での外国人住民支援の取組紹介、 

ボランティア募集情報等（上尾市ほか) 

□対 象 者：・埼玉県内で身近な外国人住民の支援に関心がある方 

      ・外国語の知識や外国人支援の経験は必要ありません。 

      ・日本で暮らす外国人の方も是非御参加ください（日本語での研修です）。 

□申込方法：埼玉県県ホームページからお申し込みください。 

 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/tabunkakyousei/shienvol.html 

  

□今後の開催予定：（既に申し込み可能です） 

 ○第２回  2022 年 11月 23日(水・祝)13時から 16時 

      所沢市民文化センター ミューズ（所沢市並木 1-9-1)  

 ○第３回 2023 年 1月 7日(土曜日)13 時から 16時 

      埼玉会館（さいたま市浦和区高砂 3-1-4） 

 ○第４回 2023 年 2月 12日(日曜日)13 時から 16時 

      越谷市サンシティホール（越谷市南越谷 1-2876-1） 

 

◇お問合せ：埼玉県県民生活部国際課 多文化共生担当  

電話：048-830-2714 Email: a2705-11@pref.saitama.lg.jp 

 

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

 １ （４）令和 4 年度第 2 回グローバル人材向け就職面接会開催のお知らせ 

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

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 11月 10日（木）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） 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/tabunkakyousei/shienvol.html
a2705-11@pref.saitama.lg.jp
https://www.sonic-city.or.jp/?page_id=1783
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□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ご登録ください。 

登録はこちらから ⇒ https://ggs-jobmatch.jp/ 

 

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

 ２ 【グローバルフェスタ JAPAN2022】地球案内人が見た途上国のあんなコト、こんなコト 

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

JICA地球ひろばの地球案内人（JICA 海外協力隊経験者）がケニア、エチオピア、モンゴルで

体験してきた現地での忘れられない出来事や、途上国で感じた魅力、豊かさなどをトークセ

ッション形式でご紹介します。 

 

□日  時：2022 年 10月 1日（土）15：45～16：45 

□対  象：中学生から大学生（注：対象以外の方も参加可能です。） 

□参 加 費：無料 

□開催方法：Zoom によるオンライン開催（申込み不要） 

□当日視聴用 URL：https://us06web.zoom.us/j/82153161377  

         ＊開催時刻直前まで、リンク先への接続はできません。 

□お問合せ：JICA 地球ひろば 地球案内デスク 

      TEL:0120-767278 Eメール：chikyuhiroba@jica.go.jp 

 

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

３ 『埼玉育ちのグローバル人』によるリレーエッセイ 

       日本からロシア、そしてハンガリーへ 

第１回 「埼玉時代」 

ロシア科学アカデミー・スラヴ学研究所研究員 木村 香織さん 

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

今月からリレーエッセイは新しい執筆者を迎えました。第 1 回は日本から遠く離れた東欧の

ハンガリーで活躍する、「自称武州の女」の木村さんがグローバル人となる原体験についてで

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。 

 

木村 香織さん プロフィールはこちら 

https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2022/09/2ffaa1442ee43b09a7f7ab00b5e6169c.pdf 

第 1回エッセイ 本編はこちら 

https://www.ggsaitama.jp/information11544/
https://ggs-jobmatch.jp/
https://us06web.zoom.us/j/82153161377
file:///C:/Users/111875/Box/【02_課所共有】03_06_国際課/R04年度/06_グローバル人材育成/06_05_グローバル人材埼玉ネットワーク/06_05_020_メールマガジン/06%20９月号/原稿/chikyuhiroba@jica.go.jp
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2022/09/2ffaa1442ee43b09a7f7ab00b5e6169c.pdf
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https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2022/09/c5cca2ed25106f8e9e7e802595a39abb.pdf 

 

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

◆編集後記◆埼玉県の HPでは県営公園を拠点とした 6つのコースを紹介しています。ス

ポーツの秋、さわやかな秋の気配を感じにウォーキングに出かけてはいかがでしょうか？ 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a1105/kouen-walking.html（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://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2022/09/c5cca2ed25106f8e9e7e802595a39abb.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/a1105/kouen-walking.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
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

