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 みなさん、こんにちは。 さいたまけん こくさいかは みなさんに  

さいたまけんの ことや こくさいかの しごとを しらせる 「こくさ

いか にゅうず れたあ」を だして います。 

 ことばは かんじと ひらがなの にほんご、ひらがな だけの やさ

しい にほんご、 えいご、 ちゅうごくご、 かんこく ちょうせんご

に やくしたもの 5しゅるい です。よみやすい ものを よんでくだ

さい。 

   

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇ 

もくじ 

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇ 

 

Ⅰ しんがた コロナウイルス(ころな ういるす)に かんし 

◇ 20 の がいこくの ことばで 24 じかん そうだん する ことが 

できる「がいこくじん むけ しんがた コロナ ウイルス(ころな うい

るす) そうだん ホットライン(ほっとらいん)」を つかって ください。 

◇ しんがた コロナ ウイルス かんせん ぼうし たいさくに きょう

りょくして ください。 

◇ さいたまけん LINE こうしき アカウント(あかうんと)の しらせ 

http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/a0306/index.html
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/kokusaika-newsleter-36.html


◇ しんがた ころな ういるす かんせん たいさくに かんする  

 さいたまけんの しらせ 

 

Ⅱ こくさいかの しらせ 

◇ さいたまけんの しまい ゆうこう しゅうしょうの しょうかい② 

  さんせいしょう(ちゅうごく) 

◇ ぐろーばる じんざい さいたま ねっとわーくの かいいんを ぼ

しゅう しています。 

◇ たぶんか きょうせい きーぱーそんに とうろく しませんか？ 

◇ 「たぶんか きょうせい ぼらんてぃあ すてっぷ あっぷ けんしゅ

う」を しました。 

◇ 「さいたまけん がいこくじんの せいかつ ガイド(がいど)」を 

 こくさいかの ホームページ(ほうむぺいじ)で みる ことが でき  

 ます。 

◇ にほんご がくしゅう さいと「つながるひろがる にほんごでのくら

し」が ぶんかちょう ほーむぺーじで こうかい されています。 

 

Ⅲ さいたまけんからの しらせ（ラジオ ばんぐみ、どうが）  

 

Ⅳ こちら へんしゅうきょく 

 

 

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇ 

Ⅰ しんがた コロナウイルス(ころな ういるす)に かんし 

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇ 

 

◇ 20 の がいこくの ことばで 24 じかん そうだん する ことが 

できる「がいこくじん むけ しんがた コロナ ウイルス(ころな うい



るす) そうだん ホットライン(ほっとらいん)」を つかって ください。 

 

 さいたまけんに すんでいる がいこくの ひとの ふあんを なくし、 

しんがた コロナウイルス(ころなういるす)の びょうきに ならないた

めに 20 の がいこくの ことばで 24 じかん そうだんを すること

が できる でんわ そうだん ホットライン(ほっとらいん)を つくり

ました。 

 「さいたまけん しんがた コロナ ウイルス(ころな ういるす) かん

せんしょう けんみん サポートセンター(さぽうと せんたあ)」などに 

つなぎ、つうやくを します。にほんごでの コミュニケーション(こみに

けいしょん)に じしんが ない ひとも つかって ください。 

 

 でんわ ばんごう：048-711-3025 

１．そうだんする ことが できる じかん : 24じかん（どようび、 

  にちようび、しゅくじつも そうだん できます） 

２．そうだん できる ことば : 20の ことば  

 えいご、ちゅうごくご、かんこく・ちょうせんご、タイ(たい)ご、 

ベトナム(べとなむ)ご、インドネシア(いんどねしあ)ご、マレー(まれー)

ご、タガログ(たがろぐ)ご、ネパール(ねぱーる)ご、ポルトガル(ぽるとが

る)ご、スペイン(すぺいん)ご、フランス(ふらんす)ご、ロシア(ろしあ)ご、

ドイツ(どいつ)ご、イタリア(いたりあ)ご、ミャンマー(みゃんまー)ご、

クメール(くめーる)ご、モンゴル(もんごる)ご、シンハラ(しんはら)ご、

やさしい日本語（やさしい にほんご） 

 ※ くわしい ことは ここを みて ください。 

   https://sia1.jp/topics/coronahotline/ 

 



◇ しんがた コロナウイルス(ころな ういるす) かんせん ぼうし  

たいさくに きょうりょく して ください。 

  

 2かつ 3がつは きゅう しょうがつや じぶんの くにの でんと

うや ふうしゅうの おまつりが おおく かんせん ぼうしの たいさ

くが ひつようです。 

 

〇つぎの ような ばしょに いかないで ください。 

・「みつ」＜かぜが とおらない、 ひとが おおい、 ちかくに ひとが あ

つまる＞ばしょ。  

・かんせん ぼうしさく＜コロナウイルス(ころな ういるす)の びょう

きに ならない ために すること＞を して いない イベント(いべ

んと)と かいしょく〈ひとが あつまって しょくじを する＞。 

・おおくの ひとが あつまり、おおきい こえを だす ぎょうじ＜ま

つり＞や パーティ(ぱーてい)には なるべく いかない。 

 

〇 かんせん ぼうしさくコロナウイルス(ころな ういるす)の びょう

きに ならない ために すること＞を して ください。 

・イベントや かいしょくひとが あつまって しょくじを する＞ 

・ひとと ひとの あいだを あける。 

・しゅし しょうどくてと ゆびを せっけんや アルコール(あるこー

る)しょうどくえきで きれいに する＞。 

・マスク(ますく)を する。 

・おおきな こえで はなさない。 

  

〇がいとう＜みせの まえや そと＞や いんしょくてん＜たべたり さ

けを のむ みせ＞で たくさんの さけを のまない。 そして よる 



おそくまで のまない。 

・さけを のんで ぎょうじ＜まつり＞に いかないで ください。 

 

◇さいたまけん LINE(らいん) こうしき アカウント(あかうんと)「さ

いたまけん-しんがた ころな たいさく ぱあそなる さぽうと)」 

 

 さいたまけんの LINE(らいん) こうしき アカウント(あかうんと)

を ログイン(ろぐいん)し けんこう じょうたいを にゅうりょくして 

ください。あなたの けんこう じょうたいに あわせて しんがた コ

ころな ういるすに かんする じょうほうを しらせます。 

 また いった しせつ、みせ、イベント(いべんと)で しんがたコロナ

ウイルス(ころな ういるす)ようせいしゃと のうこう せっしょくした 

かのうせいが ある ばあいにも メッセージ(めっせいじ)を おくりま

す。 ※QR コード(こうど)を スマートフォン(すまあとふぉん)で みて 

ください。 

 

 

◇しんがた コロナウイルス(ころな ういるす)の はいえんに ついて 

 くわしいことは ここを みて ください。(えいごと ちゅうごくごの

しらせが あります) 

 https://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/shingatacoronavirus.html(にほんご) 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0701/covid19/gaikoku.html (えいご、ちゅうご

ぐ) 
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Ⅱ こくさいか からの しらせ 
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◇さいたまけんの しまい ゆうこう しゅうしょうの しょうかい①  

さんせいしょう(ちゅうか じんみん きょうわこく) 

 

 さいたまけんは メキシコ(めきしこ)しゅう(めきしこ がっしゅうこ

く)、山西省(さんせいしょう)(ちゅうごく)、クイーンズランド(くいーん

ずらんど)しゅう〈オーストラリア(おーすとらりあ)〉、オハイオ(おはいお)

しゅう〈アメリカ(あめりか)〉、ブランデンブルグ(ぶらんでんぶるぐ)しゅ

う〈ドイツ(どいつ)〉と しまい ゆうこう ていけいを むすんで い

ます。 

こんかいは しょうわ 57 ねん(1982)10 がつに ゆうこう ていけいを 

した さんせいしょうを しょうかい します。 

 

◎さんせいしょうに ついて 

 北京市(ぺきんし)の 西南 (せいなん)、黄河 (こうが)の ちゅうりゅう

の ちいきに ある 内陸部 (ないりくぶ)の 省 (しょう)です。りょうし

つな せきたんなど 鉱物 (こうぶつ) しげんに めぐまれています。せ

かい ぶんか いさんに とうろく されている ちゅうごく さんだい

(三大)  石窟 (せっくつ)の 雲崗 (うんこう）石窟 (せっくつ)や ちゅ

うごく よんだい(四大)ぶっきょう 名山 (めいざん)の 五台山 (ごだい

さん)も ゆうめいです。 

 奨学生 (しようがくせい)の 派遣 (はけん)により、これまでに４３め

いの 県(けん)  奨学生 (しょうがくせい)が 山西(さんせい) だいが

くで まなび、６７めいの 山西 (さんせい) 医科 (いか) だいがくの 

がくせいが さいたま けんりつ だいんがくで まなびました。 

※くわしいことは、こちらを みて ください。 

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



 

◇ 「グローバル人材埼玉ネットワーク」(ぐろうばる じんざい さいた

ま ねっとわーく)の 会員(かいいん)を 募集(ぼしゅう)しています。 

 

 「グローバル人材埼玉ネットワーク」(ぐろうばる じんざい さいたま 

ねっとわーく)は、がいこくじん りゅうがくせい がいこくに りゅうが

くの けいけんが ある にほんじんの がくせいなど さいたまけんと 

かんけいの ある ぐろーばる(グローバル) じんざいや きぎょう・だ

んたい・だいがくが いけんを こうかんして こうりゅうする ための 

ねっとわーく(ネットワーク) です。 

 国際 (こくさい)  ビジネス (びじねす)に よる 産業振興 (さんぎ

ょう しんこう)、国際交流 (こくさい こうりゅう)と 協力 (きょうり

ょく)、多文化社会 (たぶんか しゃかい)を つくる などを もくてき

と しています。 

 くわしいことは、ここを みて ください。 

   https://www.ggsaitama.jp/globalnet/ 

 

 

◇ 多文化共生 (たぶんか きょうせい) キーパーソン (きーぱーそん)に 

登録(とうろく) しませんか？ 

 

 さいたまけんでは にほんじんとと がいこくじんが ともに ささえ

あう「多文化共生 (たぶんか きょうせい)」を すすめて います。 

 多文化共生 (たぶんか きょうせい)  キーパーソン (きーぱーそん)

とは、ちじから 委嘱 (いしょく)を うけ、がいこくじん じゅうみんと 

けんや 市町村 (しちょうそん)など との 橋渡し (はしわたし)を す

る 人 (ひと)たちです。 

 ぎょうせい(行政)の 情報(じょうほう)などを がいこくじん じゅう



みんに 提供 (ていきょう)し、生活 (せいかつ)の 相談 (そうだん)を 

うけたり、ちいきの 多文化共生 (たぶんか きょうせい)を すすめます。 

 

 ちかくに すんで いる がいこくじん じゅうみんに・・・ 

 ・ごみ(ゴミ)を すてる るーる(ルール)など 基本的 (きほんてき)な

せいかつの 情報 (じょうほう)を おしえて いる。 

 ・けんや 市町村 (しちょうそん)からの しらせで やくに 情報(じょ

うほう)を しらせて いる。 

 ・いろいろな 相談 (そうだん)を うけて いる。 

  など、外国人 (がいこくじん)  住民 (じゅうみん)の 支援(しえん)

〈たすける こと〉に 関心(かんしん)が あり、協力 (きょうりょく)する 

ひと。このような ひとを かんげい します。 

 

★多文化共生 (たぶんか きょうせい)  キーパーソン(きーぱーそん)に 

登録 (とうろく) する 方法 (ほうほう)★ 

 まずは、すんでいる 市町村 (しちょうそん)の 国際施策担当課 (こく

さい たんとうの か)へ しらせて ください。 

 市町村 (しちょうそん)からの 推薦 (すいせん)があれば、埼玉県知事 

(さいたまけん ちじ)から 委嘱 (いしょく)〈たのむ こと〉します。 

 

 くわしいことは、ここを みて ください。 

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/tabunkakyousei/tabunkakyoseikeypers

on.html 

 

 

◇「多文化共生(たぶんかきょうせい)ボランティア(ぼらんてぃあ)ステッ

プアップ(すてっぷあっぷ)研修(けんしゅう)」を しました。 

 



 こくさいかでは、がいこくじんの かんこう あんないを する「外国

人(がいこくじん) 案内(あんない) ボランティア(ぼらんてぃあ)」の 

育成講座(いくせい こうざ) 修了者(しゅうりょうしゃ)〈こうざを う

けた ひと〉【いくせい こうざは さくねんどで おわりました】の う

ち 多文化共生(たぶんかきょうせい)の ボランティア活動(ぼらんてぃ

あ かつどう)に さんか したい ひとに ステップアップ(すてっぷ 

あっぷ)研修(けんしゅう)を 実施(じっし)して います。 

 ことし、通訳(つうやく)・翻訳(ほんやく) ボランティア(ぼらんてぃあ)

を テーマ(てーま)として、１がつ２３にち（どようび）に オンライン

で開催(かいさい)し、８０めいの ひとが 参加(さんか) しました。 

 

 

◇けん ホームページ(ほうむ ぺいじ)で「さいたまけん がいこくじん

の せいかつ ガイド(がいど)」を こうかい しています。 

 

 にちじょう せいかつの ルール(るーる)や がいこくごで そうだん

できる まどぐちなどの せいかつ じょうほうを ８げんご（えいご 

ちゅうごくご かんこく・ちょうせんご ぽるとがるご すぺいんご た

がろぐご べとなむご にほんご）で ていきょう しています。 

 がいこくごで そうだんできる まどぐちの いちらん（だい 12 しょ

う）を つかって ください。 

 また まわりの がいこくじん じゅうみんの みなさんにも しらせ

て ください。 

 くわしいことは こちらを みてください。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0306/tabunkakyousei/seikatsu-guide.html               

                                    （にほんご） 
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Ⅲ さいたまけんからの しらせ（ラジオ ばんぐみ、どうが） 

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇ 

 

◇ けんせい らじお ばんぐみ （FM NACK5） 

・「あさじょうほう★さいたま」(あさ★たま)  

まいしゅう げつようび から きんようび 8じ 15ふん～8じ 25ふん 

→ https://www.pref.saitama.lg.jp/s-info/media/radio/index.html 

  

◇「さいたま どうが」、「ちょこたび さいたま」じょうほう はっしん 

ちゅう！ 

・「さいたま どうが」 

→ https://krs.bz/saitama1/c?c=5890&m=15711&v=3de74ddd 

 さいたまの みりょくを どうがで しょうかい！ 

・「ちょこたび さいたま」 

（にほんご、えいご、ちゅうごくご、かんこく・ちょうせんご） 

  → https://www.sainokuni-kanko.jp/ 

 

 

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇ 

Ⅳ こちら へんしゅうきょく 

◆◇━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━◆◇ 

 

◇へんしゅう こうき 

 2021ねんも 3がつに はいりました。きょねんから つづく しんが

た コロナウイルス(ころなういるす)の ために いつもとは ちがう 

まいにちが つづいて います。 

 かんせんを ふせぐために がっこうが やすみになりました。おおく

の ひとが かいしゃの しごとを じぶんの いえで しています。 

 そとに でないような ようせい〈おねがい〉がありました。おおくの 

みせには きゅうぎょう〈みせを やすむ こと〉の ようせい〈おねが



い〉が ありました。 

 しんがた コロナウイルス(ころなういるす)の びょうきに ならない

ように ちゅうい しましよう。 

 みなさん、コロナウイルス(ころなういるす)の びょうきが なくなる

まで もう すこし がまんしましょう。 

 コロナウイルス(ころなういるす)の びょうきが なくなり ましたら 

たぶんか きょうせいや グローバル(ぐろうばる) じんざい いくせい

などの じぎょうや ぎょうじについて みなさまに しょうかい して

いきます。みなさんの いけんや きぼうを おしえて ください。 

                   (へんしゅう すたっふ ＭＳ) 

 

■ あなたの いけん きぼうを まって います 

 こんかいの 「こくさいか にゅうずれたあ」の かんそうや しりた

いことが あったら こくさいかに いけんを おくって ください。 

  

さいたまけん けんみん せいかつぶ こくさいか 

〒330-9301  さいたまし うらわく たかさご 3－15－1 

でんわ：048(830)2714  Fax：048(830)4748 

E-mail: a2705-03@pref.saitama.lg.jp 
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