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【01】募集案内
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■外国人留学生のための合同企業説明会 ６月２６日(土)
外国人留学生と日系企業（外資系企業）の出会いの場をつくり、留学生が就職
するにあたり必要な情報を提供することにより、外国人留学生などの日本で
の就職を支援します。
対象者：
○日本企業(外資系を含む)に就職を希望する外国人留学生等
-２０１１年３月卒業予定、２０１０年３月既卒の外国人大学生及び外国人専門
学校生
○企業
-外国人留学生などにたいする採用意欲の高い日本企業（外資系企業含む）
内容：
「企業ブース」
外国人留学生採用に意欲的な企業（約３０社程度）による説明ブース、
「個別相談コーナー」
キャリアカウンセラーによる就職個別相談コーナー、行政
書士による在留資格相談コーナー等、在留資格に関する注意点・就活ポイント・
企業の採用担当者の声・留学生ＯＢ・ＯＧの生の声
日時： 平成２２年６月２６日(土)１０：００〜１７：００
会場： マイドームおおさか１階
参加費：無料
問合せ：(財)大阪府国際交流財団
ＴＥＬ：０６-６９６６-２４００ Email:info@ofix.or.jp
詳細はこちら：http://www.ofix.or.jp/shien/index2.html

（予定）

■OFIXが行う国際理解教育支援
〜国際NPO人材派遣支援事業〜
大阪府内の国際理解教育の充実と国際関係NPO等の支援のため、NPO等が学校に
出向いて国際理解学習の授業を行う場合、当該授業及びその打ち合わせに要す
る交通費
相当額を助成します。

【助成対象団体】
大阪府内のNGO・NPOや市町村国際交流協会など
【助成金対象授業等】
NPO等が大阪府内の学校（小学校、中学校、高等学校、支援学校など）の要請
を受け、当該学校を訪問して行う国際理解教育にかかる授業及び行事
【助成金上限額】
１回の派遣につき、１人あたり5,000円
◎手続き、助成対象など詳細はこちら
⇒ http://www.ofix.or.jp/boran/index2.html
国際理解教育人材派遣事業
学校等で行う国際理解教育を目的とした授業や交流活動などにOFIX国際交流員、
留学生、研修生、JICA国際協力推進員などの人材を派遣します。
費用は無料です。
詳しくは⇒ http://www.ofix.or.jp/jigyou/index2.html
国際理解教育総合WEB
学習目的にマッチする外部資源を探す時に使用していただくため、学校の国際理
解教育に活用できるプログラムのある大阪府内のNPO等の情報をインターネット
から検索できるWEBサイトをOFIXホームページ内に設けています。是非、ご活用
下さい。
詳しくは⇒

http://www.ofix.or.jp/jigyou/index.html
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【02】平成２２年度OFIX事業について
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■

平成２２年度事業計画

近年、大阪を訪れる外国人数は200万人を超え、また、大阪府内には約21万人
（40人にひとり）の外国人が暮らしています。特に、経済発展の著しいアジア
地域との交流が盛んになっており、経済、教育、観光など、幅広い分野にお
ける交流が急速に進みつつあります。今後の大阪の国際化の推進には、国籍
や民族などの異なる人々が、互いの文化や習慣の違いを認め合い、地域社会
の構成員としてともに生きていく多文化共生のまちづくりがますます重要と
なっています。
OFIXにおいては、下記５つの項目の実現のため、大阪国際交流センターをは
じめ府内国際交流団体との連携を一層強化しつつ、これらを確実に実行する
ことにより、大阪の国際化を推進する中核的団体としての責務を果たしてい
きたいと考えています。
（１）在住外国人へのコミュニケーション支援
外国人相談事業の実施や、外国人相談事例集の多言語化を実施するとともに、
府内相談業務のネットワーク化や市町村やNPO、ボランティア等と連携し、
周知方法の調査や情報伝達の充実を図ります。
（２）多文化共生の推進に取り組むNPO支援
NPO団体等の国際理解教育活動に対する助成や財団ホームページで紹介する
NPO活動情報の内容充実、ボランティア研修への受入等を実施します。また、
新たな民間国際交流活動の創出や活性化にも努めていきます。
（３）OFIXボランティア登録制度の活性化
OFIXのボランティア研修にNPO団体や市町村等のボランティアを受入れ、
府内ボランティアの活性化と人材のスキルアップ等を図るとともに、ボラン
ティア研修の参加機会の増加を図るため、大阪国際交流センターとの共同開
催や相互参加を推し進めます。
（４）留学生支援
留学生にとってニーズの高い就労支援事業に積極的に取り組みます。また、
堺留学生会館・オリオン寮を地域交流の拠点施設として交流事業を進めます。
（５）府の友好都市等との民間交流の促進
中国上海市で開催される上海万博大阪出展に向けて、大阪府と連携して大阪
の企業等に協力を働きかけます。
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【03】大阪府外国人情報コーナーだより
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■大阪で運転する
公共交通機関が便利な大阪ですが、小さい子どもがいたり、仕事上で車を運転
する必要がある外国人の方もおられます。たとえ本国で運転歴があっても、
有効な運転免許無しで日本で運転すると、無免許運転となり、道路交通法に
違反するだけでなく、事故の場合、保険の請求ができないことがあります。
国際免許は最長１年間しか有効ではなく、長期で日本に滞在する外国人の方
の場合は、日本の運転免許が必要になってきます。すでに外国の有効な免許
をお持ちであり、免許を発行した国に通算で３ヶ月以上滞在していることが
証明できるのであれば、外国の免許を日本の免許に切り替えることができます。
外国免許証の翻訳を用意し、運転免許試験場で知識の確認と技能の確認を受け
ます。（イギリス、カナダ、韓国などで発給された免許の保有者の場合は、
これらの試験を免除されます。） 手続は、外国人登録の住所地を管轄する
運転免許試験場で行いますので、大阪に住所がある方は、門真市と和泉市
（光明池）にある試験場となります。知識の確認などは英語や中国語などの
外国語で問題文が用意されますが、手続などについては日本語のみです。
◎大阪府外国人情報コーナー（月〜金曜日（祝日を除く））
専用電話：06‐6941‐2297 （対応時間：9:00-17:45）
ＦＡＸ : 06-6966-2401 E−mail : jouhou-c@ofix.or.jp
対応言語： 英語、中国語、韓国･朝鮮語、ポルトガル語、スペイン語、
ベトナム語、フィリピノ語、タイ語、日本語
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【04】OFIX国際交流員レポート
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■アニメ・アクション
皆さんこんにちは、OFIXのリチャードです。
日本になぜ興味を持ったのかよく聞かれます。特に決まった理由がないので、
非常に答えにくい質問です。高校時代に日本語を勉強する機会があって、
やってみようと思っただけです！でも日本語を勉強している多くの外国人の
きっかけはアニメやマンガです。もちろん昔から日本で人気があるものですが、
西欧で人気が高まったのは８０年代からになります。
実はマンガはイギリスではまだまだそんなに読まれてなく、ほとんどの人
にとってマンガは子どものものだと思っています。私は小学生の時に８０年
間の歴史を持つ「ザ・ビーノ」や「ザ・ダンディ」という毎週発売されたマ
ンガを必死に読みました。またはフランスのアステリックスやベルギーのタン
タンをよく読みました。でも少し年をとったらあまり中学生・高校生向けの
マンガがありませんでした。
日本では全ての年齢にマンガがあります。毎週分厚いマンガのダイジェス
トが発売され、通勤電車でサラリーマンが必ず読んでいます。これに大体慣
れてきましたが、イギリスではまずはありえないです！私はだんだん日本の
マンガを読むようになり、主にミステリーやスリラーやコメディーのマンガ
を読んでいます。よくあるファンタジーマンガはあまり好きじゃなくて、
まだまだ通勤電車でマンガを読むようにはなっていません！
イギリスではマンガはあまり人気ではないですが、一方で日本のアニメは
結構人気です。1988年の映画、「アキラ」が最初にイギリスで人気になった
日本アニメ映画です。加えて、ポケモンや宮崎駿の素晴らしい映画も１０年
間前から非常に人気です。個人的にはトトロは何回見ても飽きない映画です！
ドラえもんや鉄腕アトムが世界各国で人気らしいですが、残念ながら全然イ
ギリスでは放送されたことないと思います。
コスプレというのがマンガ・アニメの世界と繋がっている面白い現象だと
思います。「コスプレ」という言葉が「コスチューム」と「プレー」からで
きていて、本当に言葉の通りです！コスプレは８０年代に出てきたことで、
どんどん人気になりました。アニメ・マンガのファンが好きなキャラクター
として盛装して、集まって、写真を撮られます。最近大阪の日本橋で開催さ
れたコスプレイベントに行ってみて、感動しました！大通りが車立ち入り禁
止となって、コスプレをしている人が自由に歩いたり、ポーズしたりしてい
ました。私はちらっと見るつもりでしたが、非常に楽しかったので２時間ぐ
らいいました！毎年あるイベントですので、来年は私が似ているとよく言わ
れるハリーポッターとして行こうと思っています！

写真は印刷版で
http://www.ofix.or.jp/mail/backnumber/mail̲japanese̲no21.pdf

⇒
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【05】OFIX事業報告
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■大阪府海外移住家族会

南米事情研修会を開催しました

大阪府海外移住家族会（会長：奥井正光 事務局ＯＦＩＸ）は、2月23日(火)、
マイドームおおさか4階会議場にて平成21年度南米事情研修会を開催しました。
参加会員は16名、 来賓としてＪＩＣA大阪市民協力課和田調査役、荒岡推進員
、大阪府府民文化部国際交流課より江藤様にご参加いただき、偶然にもＪＩＣ
A大阪の和田調査役は以前ブラジルに駐在されていたということで最近のブラ
ジル事情について挨拶のあとお話しいただきました。 その後講師として大阪
府海外移住家族会副会長の山本久氏、同じく監事の出良楯夫氏にブラジル事情
について発表を行ってもらいました。
非常に活発な意見交換の後、奥井会長がブラジルに行かれて参加された
（アマゾン移民）70周年記念式典の模様を撮影したＤＶＤ鑑賞後、場所を8階
サロンに移し、交流会を行いました。今後も事務局といたしましては、今回の
ような研修会やセミナー等開催してまいりたいと思います。
写真は印刷版で⇒
http://www.ofix.or.jp/mail/backnumber/mail̲japanese̲no21.pdf
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【06】留学生会館ニュース
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■オリオン寮のご紹介 マーク・ベル （ニュー・ジーランド）
現在、僕は堺留学生会館オリオン寮に住んでいます。この間、相撲部屋の稽
古を見学するために、寮の仲間６人とともに近くにある百舌鳥八幡宮に歩い
て行いました。到着すると、当日ガイドしてくれた堺警察署の松本さんたち
に挨拶しました。
しばらくして、稽古が行われていたビルに入り、相撲力士取りが１０〜１５
人ほど既に激しそうな稽古を始めていました。以前に相撲を少しだけテレビ
で見たことがありましたが、実際に目の前で見ると２人の力士がぶつかり合
うときの迫力がわかります。今でも衝撃の音が耳に響きます。次に気づいた
のは、なぜか１人の力士だけが、黒ではなく、白いまわしをしていたことで
した。「それはランクが高いから。名前は黒海」と松本さんに教えてもらい
ました。ランクの高い力士とランクの低い力士の異なった扱いは面白いと思
いました。その相撲部屋で黒海は一番ランクが高いので、必ず最後に稽古す
るうえ、稽古を始めるまえにほかの力士たちは土俵を綺麗にします。
稽古が終わってから、ちゃんこ鍋を食べさせていただきました。意外と健康
的な美味しい食べ物だと思いました。力士さんにウェーターしてもらうのは
なんか不思議な感じだったけど！ 相撲部屋の見学はとても面白くて、素晴
らしい経験だと思っています！
写真は印刷版で⇒
http://www.ofix.or.jp/mail/backnumber/mail̲japanese̲no21.pdf
■大阪府堺留学生会館「オリオン寮」入居者募集中！
※

詳細はこちら⇒

http://www.ofix.or.jp/shien/index.html
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★大阪府メールマガジン情報★
『ＧＥＯ（Global E-net Osaka）』
大阪で開催されるイベント・大阪の名所・大阪に関する豆知識等を紹介する
メールマガジンです！
⇒ http://www.pref.osaka.jp/kokusai/geo/index.html
★その他の募集・お知らせ★
※上海万博大阪出展に関する寄付金を募集しています！
⇒
http://www.ofix.or.jp/news.html#syanhai
※イベントカレンダー：国際交流に関するイベント情報を紹介しています。

⇒
http://www.ofix.or.jp/cgi-bin/calender.cgi
※イベントカレンダーへの情報提供をお待ちしています。
⇒
http://www.ofix.or.jp/cgi-bin/event.cgi
※国際理解学習の授業（小中高）に国際交流員や留学生等を派遣します。
⇒
http://www.ofix.or.jp/jigyou/index2.html
※OFIXボランティアの登録制度のご紹介
⇒
http://www.ofix.or.jp/boran/index3̲1.html
※OFIX賛助会員の募集及びご寄付のお願い。
⇒
http://www.ofix.or.jp/ofix/index4̲1.html
====================================================================
≫≫ OFIXニュースについてのご意見、ご感想はこちら
⇒ info@ofix.or.jp
≫≫ 大阪国際クラブの会員の皆様からの海外情報（レポート）はこちら
⇒ clubnews@ofix.or.jp
≫≫ 配信中止、配信先変更はこちら
⇒ http://www.ofix.or.jp/mail/index.html#japanese
≫≫「OFIXニュース」印刷版はこちら ※写真入りで内容も詳細に。
⇒ http://www.ofix.or.jp/mail/backnumber/mail̲japanese̲no21.pdf
≫≫ バックナンバー
⇒ http://www.ofix.or.jp/mail/backnumber.html#japanese
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