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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 

2022 年 10 月 31 日 

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

◆もくじ（CONTENTS）◆ 

１ 埼玉県及び GGSからのお知らせ   

（１） 埼玉県の姉妹友好州省への留学に挑戦してみませんか？ 

～アメリカ・オハイオ州への奨学生 2023 年派遣者募集～ 

（２） 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～ 

（３） 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 

（４） NGO活動発表支援事業 PR 動画募集 

 

２ イベント 

（１）【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） 

（２）日本語パートナーズ 2022年度第 3 回募集 

（３）カナダ留学フェア 2022秋 

（４）第 21回外国人による日本語スピーチ大会 出場者募集 

 

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２回 「モスクワ時代」 

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？ 

～アメリカ・オハイオ州への奨学生 2023年派遣者募集～ 

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

埼玉県では、県の姉妹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> 

アメリカ・オハイオ州への派遣 

 □派 遣 先：フィンドレー大学 
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 □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 

 

□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   

 

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

 １ （２）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～ 

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

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 11月 23日（水・祝）13時から 16時 

□場  所：所沢市民文化センター ミューズ ザ・スクエア 

      （所沢市並木 1-9-1） 

□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 

        (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 

□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 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/kouryukyoryoku/ohioscholarship.html
mailto:a2705-09@pref.saitama.lg.jp
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/tabunkakyousei/shienvol.html
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□今後の開催予定：（既に申し込み可能です） 

 ○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 （３）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） 

□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/ 

 

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

 １ （４）NGO活動発表支援事業 PR 動画募集 

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

長引くコロナ禍の影響で、大人数での集合開催イベントなどの機会が減少してしまい、せっ

かくの皆さんの活動を発表する場も少なくなってしまっているのではないでしょうか。 

file:///C:/Users/miya-/Downloads/a2705-11@pref.saitama.lg.jp
https://www.sonic-city.or.jp/?page_id=1783
https://www.ggsaitama.jp/information11544/
https://ggs-jobmatch.jp/
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そこで（公財）埼玉県国際交流協会では皆様の活動発表を応援するため、令和３年度から当

協会のホームページ上に特設ページを設け、皆様の活動 PR 動画を掲載しています。 

今年度も引き続き PR したい動画の募集をします。 

PR動画が掲載された団体には応援金として２万円をお支払いします。 

 

奮ってご応募ください！ 

 

□エントリー締切：令和 4年 11月 30 日（水） 

□募集事業：動画で PRしたい活動 

      （活動例）国際○○フェア 

           SGDｓを学ぶ○○教室 

多文化共生のための交流イベント 

○○の料理教室 

その他国際交流・国際協力に関する日頃の活動 

□応 援 金：２万円（1団体につき） 

□申  込：下記 URLからお申込みください。 

https://forms.gle/jfKPDnRTa1fmbkyF7 

 

◇詳細は下記 HPの募集要項をご覧ください。 
https://sia1.jp/topics/fair_online2022/ 

 

□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 

〒330-0074 埼玉県さいたま市浦和区北浦和 5-6-5 3F  

TEL：048-833-2992 ／ E-mail：jigyo@sia1.jp  

 

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

 ２ （１）【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（JF）では、オンラインで開催する日中交流イベントの企画チー

ム参加・個人参加者を募集しています。 

日本国内の大学・大学院・高専（4・5 年次）に在籍する学生の方が対象で、専攻や中国語レ

ベルは問いません。 

審査を経て採用後は、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。 

イベント実施経費は原則、国際交流基金が負担します。 

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！ 

個人参加者も同時募集しています。詳しくは、サイトをご覧ください。 

中国側交流大学：中国「ふれあいの場」を開設している大学  

https://forms.gle/jfKPDnRTa1fmbkyF7
https://sia1.jp/topics/fair_online2022/
jigyo@sia1.jp%20
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※中国「ふれあいの場」https://xinlianxin.jpf.go.jp/fureai/ 

 

□申込締切：チーム：2022 年 11月 1 日（火） 

      個 人：2022 年 11月 7 日（月） 

 

※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://xinlianxin.jpf.go.jp/college-exchange/ 

 

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

 ２ （２）日本語パートナーズ 2022年度第 3 回募集 

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

独立行政法人国際交流基金（JF）は、東南アジアを中心とするアジアの中学校・高校などの日

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日本語パー

トナーズを派遣しています。 

アジアで多くを発見・吸収し、それを周囲へ、未来へ広げる…そんな人になってみませんか？ 

□派遣先・期／募集人数／派遣期間（予定）： 

（１）ベトナム 10 期／10 名／2023 年 8 月～2023 年 12 月 

（２）インドネシア 20 期／20 名／2023 年 9 月～2023 年 12 月 

（３）台湾 8 期／10 名／2023 年 9 月～2023 年 12 月 

（４）フィリピン 10 期／10 名／2023 年 9 月～2022 年 12 月 

□応募締切：2022 年 11 月 29 日（火）17：59（専用フォームより書類をアップロード） 

□関連イベント：それぞれのホームページをご覧ください。 

 ◆公開質問会：11 月 8 日（火）19：00～20：30 

https://np.asiawa.jpf.go.jp/ 

 ◆経験者と話す会：10 月 23 日（日）から 11 月 18 日（金）の期間の全 4 回 

https://asiawa.jpf.go.jp/partners/news/event_keikensha_202210/ 

□問合せ：独立行政法人国際交流基金（JF）日本語パートナーズ事業部事業第 2 チーム 

     E-mail：nihongopartners@jpf.go.jp 

     受付時間：9：30～18：00（土日祝除く） 

 

◇詳細は以下のホームページをご覧ください。 

https://np.asiawa.jpf.go.jp/ 

 

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

 ２ （３）カナダ留学フェア 2022 

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

カナダの小中高校、大学、カレッジ、語学学校など約 25 校が参加する対面の留学フェアが東

京・九段下で開催されます。 

通訳がいるので日本語でも質問できます。カナダ大使館によるカナダの基本情報やビザに関

するセミナーも実施予定です。 

カナダの学校担当者や卒業生、カナダ大使館スタッフと直接会って相談できるチャンスです

https://xinlianxin.jpf.go.jp/fureai/
https://xinlianxin.jpf.go.jp/college-exchange/
https://np.asiawa.jpf.go.jp/
https://asiawa.jpf.go.jp/partners/news/event_keikensha_202210/
https://np.asiawa.jpf.go.jp/
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ので、ぜひご参加ください！ 

  

□日 時：11 月 12 日（土） 12：00～16：00 

□会 場：九段会館テラス（東京都千代田区九段南 1-6-5） 

東京メトロ・都営地下鉄「九段下駅」より徒歩 1 分 

https://kudan-tokyo.jp/#access 

□参 加：無料 

  

◇詳細・ご登録は、以下のページをご覧ください。 

https://www.canada-ryugaku-fair.com/ 

 ※ 渡航制限等により学校担当者が来日できない場合があります。予めご了承ください。 

※ ご登録の前に、必ず新型コロナウイルス感染症ガイドラインをご確認ください。 

 

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

 ２ （４）第２１回外国人による日本語スピーチ大会 出場者募集 

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

公益社団法人さいたま観光国際協会主催「第 21回外国人による日本語スピーチ大会」の出場

者を募集します。 

 

□日  時：2023 年 2月 4日（土） 13：00～16：00 

□会  場：浦和コミュニティセンター 多目的ホール コムナーレ 10 階（浦和パルコ上） 

□テ ー マ：「今こそ！ 会いたい 聞きたい 行ってみたい」 

□応募資格：中学生以上の、日本語を母語としない、さいたま市内在住、在勤または在学の方 

□締  切：2022 年 11月 30日（水）17：00必着 

□問合せ先：公益社団法人さいたま観光国際協会 国際交流センター 

埼玉県さいたま市浦和区東高砂町 11-1 コムナーレ 9階 

電話：048-813-8500 FAX：048-887-1505 メール：iec@stib.jp 

 

◇詳細はホームページをご覧ください。 

 https://www.stib.jp/kokusai/speech.shtml 

 

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

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 2回 「モスクワ時代」 

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 

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

ハンガリーでご活躍の木村さんのエッセイは今回で２回目です。日本・ロシアそれぞれの大

学において真摯に学問に向き合い、探求する木村さんの姿勢に感銘を受けました。どうぞお

楽しみください。 

 

https://kudan-tokyo.jp/#access
https://www.canada-ryugaku-fair.com/
https://www.stib.jp/kokusai/speech.shtml
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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/wp-content/uploads/2022/09/c5cca2ed25106f8e9e7e802595a39abb.pdf 

第２回エッセイ 本編はこちら 

https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2022/10/e60ea5b52180e2cbdd06f9f33efcaa03.pdf 

 

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

◆編集後記◆文化的な催しが多く開かれる 11月。埼玉県内の和文化を集めた和のフェス

ティバルが 12日（土）13 日（日）にイオンレイクタウン mori で開催されます。和文化の魅

力に触れてみませんか？ https://www.pref.saitama.lg.jp/wabunka/torikumi/index.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/2022/09/2ffaa1442ee43b09a7f7ab00b5e6169c.pdf
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2022/09/c5cca2ed25106f8e9e7e802595a39abb.pdf
https://www.ggsaitama.jp/wp-content/uploads/2022/10/e60ea5b52180e2cbdd06f9f33efcaa03.pdf
https://www.pref.saitama.lg.jp/wabunka/torikumi/index.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/
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