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（１）事業報告
■ 国際交流協会＆大学 合同防災訓練・避難所体験・支援等災害時訓練（防災共催事業）
留学生は必ずしも日本語が堪能で十分コミュニケーショ
ンを取れるとは限らず、場合によっては「災害要援護者」と
なりえます。また、昨年の東日本大震災以来、自然災害の多
い日本での生活や災害についての情報不足に不安を抱く留学
生が増加しています。
このような状況下の中、高まる留学生への防災啓発のニー
ズを受けて、当財団では吹田市国際交流協会と関西大学との
共催で、留学生会館の機能も備えた南千里国際プラザにて、
留学生や外国人住民を対象とした合同防災訓練・避難所体
験・支援等災害時訓練を実施しました。
当日は６カ国（地域）から約 70 名の留学生等が参加し、
プラザ内での火災を想定した避難訓練の後、自然災害の説明
や発生時の初期対応、
災害への備えなどに関して学びました。
昼食では、初めての非常食を体験した後、午後からは AED

の使用方法や、心肺蘇生を教えていただきました。
参加した留学
生からは、日ご
ろから防災に対
する意識を持つ
ことが大切だと
の声があがりま
した。
当財団では今
後も地域の協会
や大学などと連
携し、留学生や在住外国人の方への防災啓発に努めてまいり
ます。

■ 通訳サポーター連絡会議・専門勉強会
平成 23・24 年度の OFIX 主催コミュニティ通訳研修修
了生、実際にコミュニティ通訳として活躍されている方、ま
たこれから活躍をされたい方を対象に通訳サポーター連絡会
議及び専門勉強会を、
延べ 53 名の参加を得て開催しました。
10 月、11 月の連絡会議は通訳者同士の横の繋がりを構
築するとともに、モチベーションを上げ、コミュニティ通訳
者としての心構えを再度確認することを目的にしました。
研修会でお世話になりました 飯田 奈美子 氏に再度お越
しいただき、もう一歩踏み込んでコミュニティ通訳者の役割
をお話しいただきました。また実際に活躍していただいてい

る方々から体験談を伺ったり、コミュニティ通訳の役割を参
加者全員で話合いをしました。
一方深い専門的な知識を身に付け、より効果的な橋渡しを
することができるように学ぶことを目的とした 12 月の専門
勉強会では通訳を使う側からの視点で、
通訳に求める事柄を、
大阪府中央子ども家庭センターの 山上 哲 氏と、大阪弁護
士会の 弘川 欣絵 氏より説明を頂きました。
また、通訳の基本となる日本語をベースにした言葉のトレ
ーニングも行いました。
皆様方の今後のご活躍を期待しています。

■ 海外移住家族会近畿ブロック会議開催
平成 24 年 12 月 10 日（月）に海外移住家族会近畿

西の奥邨課長を来賓にお迎えして、大阪府海外移住家族

ブロック会議が本年度は京都府海外移住家族会の主催で

会、兵庫県海外移住家族会、京都府移住家族会、オブザ

京都府国際センターにて開催されました。

ーバーとして富山県海外移住家族会の参加でそれぞれの

（公財）海外日系人協会の岡野事務局長、ＪＩＣＡ関

（※２頁下段につづく）

家族会の現況など活発に話し合われました。

（２）外国人児童・生徒の就学
■ 日本語指導が必要な児童生徒への配慮について
大阪府教育委員会事務局 市町村教育室 小中学校課 指導主事 岩崎 誠
１ はじめに
近年、国際化の進展や社会のグローバル化等により、帰国・
外国人児童生徒が増加しており、大阪府内の公立小・中学校

ことができて、大変有意義でした」という声をいた
だきました。

および府立学校における日本語指導を必要とする児童生徒数

また、その際活用する『進路選択に向けて』については、

は、平成 24 年 5 月 1 日現在、2,445 人在籍し、サポート

これから高等学校へ進学を考えている小・中学生のために、

が必要な言語数は 34 言語にわたっています。さらに、受入

日本語を含む 10 言語で作成されております。今年度は、

経験のない小・中学校へ編入するケースや、日本の中学校を

府内７地区で児童生徒、保護者、通訳者等あわせて

経ずに直接高等学校に入学する等のケースも年々増加してお

674 名の参加をいただきました。
（11 月末現在）

ります。
４ 府内公立高校生および保護者への支援について
２ 小・中学校及び先生方への支援について
○ ようこそＯＳＡＫＡへ「受入れマニュアル」と「日本
語支援アイデア集」

○ 日本語教育学校支援事業による教育サポーター派遣
の実施
日本語指導が必要な生徒が、安心して有意義な学校生活を

大阪府教育委員会では、帰国・渡日児童生徒の学校生活に

送り、希望する進路が実現できるよう、日本語教育支援や学

おける支援の充実を図るとともに、
他の児童生徒にとっても、

習支援を中心とする学校生活を総合的にサポートすることを

受け入れを機に異文化を理解し、違いを豊かさに、互いに認

目的とし、授業および懇談会時に必要な通訳者を派遣してお

め合い、共に生きていこうとする気持ちを育めるようにと願

ります。また、文化の違いによる悩みなどに適切にアドバイ

っております。府内各小・中学校に向けて、平成 22 年 3 月

スができる『教育サポーター』の資質向上を図るとともに、

には、
「ようこそＯＳＡＫＡへ－帰国・渡日児童生徒の受入マ

新たに登録を希望する者を養成することを目的とした研修会

ニュアル－」を、平成 23 年 3 月には「ようこそＯＳＡＫＡ

も実施しており、今年度は 41 名が受講され、新たに 40 名

へパートⅡ－日本語支援アイデア集－」を作成、配付し、活

が教育サポーターとして登録されました。

用していただいているところです。これらの冊子は、府の
web ページからも見ることができます。

５ おわりに
帰国・外国人児童生徒の学校生活における支援の充実を図

３ 府内小・中学生および保護者への支援について

りながら、他の児童生徒も受入れを機に異文化を理解し、違

○ 多言語進路ガイダンスの実施

いを豊かさに、互いを認め合い、ともに生きていこうとする

府内７地区で 10 月から 12 月にかけて、多言語進路ガイ

気持ちを育むよう、引き続き取り組んでまいりたいと考えて

ダンスを実施しております。これは、中国帰国者や外国籍、

おります。

日本語を母語としない子どもたちや保護者を対象としまして、
通訳者にご協力いただき、高校の入試制度や学校生活などに
ついての情報提供や個別相談を行っております。参加者から
は、
「先輩の話や高校の先生から学校生活の様子を詳しく聞く

（大阪府教育委員会 web ページ）
http://www.pref.osaka.jp/jidoseitoshien/toniti/
index. html

☆☆☆（１頁「（１）事業報告」の続き）☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
■ 第 15 回 ふれあい交流祭り開催
関西国際センター
研修生交流支援協議

力のふれあい交流祭りが１１月２３日(金・祝)に関西国
際センターで盛大に行われました。

会主催(岸和田以南

各国際交流団体による多彩な催しものや、関西国際セ

の１０の国際交流団

ンターで日本語を学ぶ海外からの研修生による自国紹介

体および大阪府国際

ブース、民族衣装を着てのファッションショーで会場は

交流財団で構成)な

興奮の渦に包まれ、入場者は約６５０名に上り、最後は

らびに国際交流基金

全員による盆踊りで第１５回のふれあい交流祭りは成功

関西国際センター協

裡に終了しました。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

■ 大阪府公立高等学校入学者選抜について
大阪府教育委員会事務局 教育振興室 高等学校課 指導主事 内海 裕一
◎ 応募資格審査
「外国において中学校に相当する学校の卒業者（卒業見
込みの者を含む。以下同じ。）のうち、本人及び保護者の
住所が入学日までに府内になることが確実な方」は、出願
に先立って応募資格審査を受けていただくことになります。
応募資格審査の詳細については、大阪府教育委員会の
ウェブページ（下記URL）に掲載しています。

◎ 入学志願書
「大阪府公立高等学校入学者選抜実施要項」（以下「実
施要項」という）に様式を載せています。

http://www.pref.osaka.jp/kotogakko/gakuji-g3
/h25_ouboshikaku.html

★実施要項は大阪府教育委員会のウェブページ（下記
URL）に掲載しています。
http://www.pref.osaka.jp/kotogakko/gakuji-g3
/h25_yoko.html
★応募資格審査の際に実施要項をお渡しします。

平成25年度大阪府公立高等学校入学者選抜の主な枠組み
○前期入学者選抜（学力検査は、国語、数学及び英語の３教科）
学 科 等
学力検査以外の検査等
普通科（全日制・普通科単独校）
小論文
普通科総合選択制（全日制・府立の高校）
普通科総合選択制（全日制・東大阪市立日新
面接
高校）
普通科単位制（全日制）
小論文
大阪府教育センター附属高校
情報活用力検査
専門学科（全日制）
小論文または実技検査
総合学科（全日制・ﾃﾞｭｱﾙ総合学科を含み、
小論文
ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｽｸｰﾙを除く。）
総合学科（全日制・ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｽｸｰﾙ）
面接
多部制単位制Ⅰ・Ⅱ部（ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｽｸｰﾙ）
○海外から帰国した生徒の入学者選抜（前期入学者選抜
と同日程で実施）
◆英語科、国際教養科、国際文化科、グローバル科及
び総合科学科において実施
◆原則として、
外国において継続して２年以上在留し、
帰国後２年以内の方が対象
◆学力検査（数学及び英語）と作文（グローバル科に
おいては英語による記述も可とし、
その他の学科に
ついては外国語による記述も可）
○中国帰国生徒及び外国人生徒入学者選抜（前期入学者
選抜と同日程で実施）

通学区域
１区～４区の
各通学区域

府内全域

日 程
出願期間
２月13日(水)
14日(木)
（音楽科は１月31日
(木)、２月１日(金)）
学力検査等※
２月20日(水)
合格者発表
２月26日(火)
※実技検査について
は、別日程で実施す
る学科あり。

◆実施校及び実施学科・通学区域
府立門真なみはや高校
（普通科総合選択制・２区）
、
府立布施北高校（普通科・３区及びデュアル総合学
科・府内全域）、府立成美高校（普通科総合選択制・
４区）、府立長吉高校（普通科単位制高等学校・府
内全域）、府立八尾北高校（総合学科・府内全域）
◆原則として、
中国から帰国した者又は外国籍を有す
る者で小学校第４学年以上の学年に編入学した方
が対象
◆学力検査（数学及び英語）と作文（外国語による記
述も可）

○後期入学者選抜
学 科 等
普通科（全日制）
普通科総合選択制（全日制）
総合学科（全日制・ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｽｸｰﾙ）
多部制単位制Ⅰ・Ⅱ部（ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｽｸｰﾙ）
定時制の課程（ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｽｸｰﾙを含む。）
多部制単位制Ⅲ部（ｸﾘｴｲﾃｨﾌﾞｽｸｰﾙ）

学力検査等

通学区域
１区～４区の
各通学区域

日 程
出願期間
３月４日(月)、５日(火)
国、社、数、理、
学力検査等
英の５教科
３月11日(月)
合格者発表
国、数、英の
３月18日(月)
３教科
出願期間
府内全域
３月３日(日)～５日(火)
面接
通信制の課程
面接
３月７日(木)、８日(金)、
10日(日)のうち一日
合格者発表
３月18日(月)
※お問い合わせ 大阪府教育委員会事務局 教育振興室高等学校課学事グループ
電話 06-6944-6887（直通）

（３）外国人情報コーナー
■ 就学援助制度
経済的理由により就学困難と認められる児童や生徒の保護

小学校と中学校に通学している子どもの保護者になります。

者に対して、必要な援助を行う制度があります。この制度は

詳しい内容は、通学している学校か、地域の教育委員会から

要件を満たす外国人の方も利用することができます。住民登

得ることができます。

録をし、生活保護を受給しているか、世帯全体の総収入が基
準以下であることが要件となります。援助の対象となるのは

大阪府外国人情報コーナー

市町村によって違いはありますが、学用品費・通学用品費、

対応時間：9 時から 5 時 30 分（月～金）

新入学児童生徒学用品費、校外活動費、修学旅行費、医療費、

相談直通電話：06-6941-2297

学校給食費などになります。また、独立行政法人日本スポー

対応言語：英語、韓国・朝鮮語、中国語、ポルトガル語、

ツ振興センター共済の掛け金が免除となります。申請は

スペイン語、タイ語、フィリピン語、ベトナム語

（４）OFIX 国際交流員のレポート
■ 本当のクリスマス
皆さん、こんにちは。OFIX 国際交流員のアルビンです。
本格的な冬の寒さになってきました。風邪をひかないように
気をつけてください。実は私はもう風邪をひいていますが、
愛読者の皆さんのために頑張ります!!
今回は
「本当のクリスマス」
について書きたいと思います。
長い間日本にいて、クリスマスの時期に、どうしてもクリ
スマスの雰囲気を感じることができません。クリスマスツリ
ーはあり、イルミネーションもたくさんあり、プレゼントを
買う人もたくさんいます。昔からよく聞くクリスマスの歌も
聞きますが、やっぱりクリスマスと感じません。
日本での初めてのクリスマスはいつ頃なのでしょうか。
1860 年には、初めてのクリスマスツリーが飾られていたと
言われています。ということは長い間クリスマスは日本人に
知られています。現在の日本人にとって、クリスマスはクリ
スマスツリーやイルミネーションなどを飾ったり、プレゼン
トをあげたり、クリスマスケーキを食べたり、サンタさんか
らプレゼントをもらったり、恋人と過ごしたりする時期だと
思っているでしょう。しかし、クリスマスの重要な部分が欠
けています。それは「愛」です。これが日本ではクリスマス
の雰囲気が感じられない理由だと思います。

に連絡をします。喧嘩している親子、兄弟だって、クリスマ
スに仲直りすることが多いです。
クリスマスは家族だけではなく、他人への愛を示す時期で
もあり、
「優しくなる季節」です。普段より思いやりをもって
人と接したり、他人に親切になったりする季節です。プレゼ
ントをもらえる時ではなく、プレゼントをあげる時だと昔か
ら教えられてきました。だから、クリスマスは「平和」をも
たらす時期でもあります。実話ですが、クリスマスのために
1914 年に戦争中のドイツと米国の兵士たちが武器を置い
て、戦うのをやめて長い付き合いの友人のように一緒にクリ
スマスを祝ったという話もあります。それぐらいの力がクリ
スマスにはあります。なぜクリスマスに人はそんなに「愛」
を見せられるのか、そんなに人を思いやることができるので
しょうか。少し宗教的な話になりますが、クリスマスは人間
を救うためにイエスキリストがこの世に誕生した日、神様が
人間に「愛」を示した日だとキリスト教徒に信じられている
からです。しかし現在、クリスマスはただサンタからプレゼ
ントをもらう、
クリスマスツリーやイルミネーションを飾る、
パーティーがいっぱいできる日という風潮になりつつあって、
「愛」の部分は少しずつなくなっています。

「愛」と言うのは男女の「愛」だけではなく、広い意味の
「愛」です。もともとクリスマスを祝う国ではクリスマスを
家族で祝います。クリスマスは単なる「家族で祝う」イベン
トではなく、家族への愛を見せる時です。一年中、お互いに
忙しくて、愛情をなかなか見せられないので、クリスマスの
時に特に見せます。一緒に過ごせなくても、必ずクリスマス

家族への「愛」
、他人への「愛」を表現できる、感じさせる
時があっていいと思いませんか。子どもたちに「愛」を教え
られる時があっていいと思いませんか。日本人の多くはとて
もシャイでなかなか愛情を示すことに上手でないように思い
ますが、クリスマスを機会にして、家族、友達、他人に「愛」
を見せませんか。
「愛」があふれているクリスマスを流行らせ
ましょう。

◎ 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レポートはこちら clubnews@ofix.or.jp
◎ バックナンバーはこちら http://www.ofix.or.jp/mail/backnumber.html#japanese
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