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外国の方との共生、発展する街・大阪を目指して
公益財団法人 大阪府国際交流財団 理事長 吉川 秀隆
あけましておめでとうございます。
私ども大阪府国際交流財団は、一貫して“多文化共生機能の強化”を
重点目標に掲げ、財団運営に取り組んでおります。
昨年は、特に災害時の外国人支援に力を入れた一年でございました。
６月の大阪府北部の地震の際には、府と共同で初めて「大阪府災害時

多言語支援センター」を設置・運営し、在住・訪日外国人の方々への
相談対応と情報提供をいたしました。これまで行ってきたセンター運営
訓練が奏功した成果と自負しております。本年は、さらなる
支援充実のため、関係機関、大学等との連携を強化し、災害時
ボランティア等の拡充をはじめ、センター運営マニュアルの改訂等
機能充実に取り組んでまいります。
また、外国人労働者受け入れ拡大に向けた新たな在留資格「特定技能」
創設の出入国管理法の改正法が、昨年末に成立しました。
訪日外国人数は年間累計 3,000 万人を突破し、2020 年に向けて 4,000 万人
との目標も発表されました。本年６月には「G20 大阪サミット」の開催、
さらに 2025 年には「大阪万博」の開催も決定し、外国人支援の領域も
ますます多様化してまいります。今後さらに増加する在住・訪日外国人
の方々への多言語による情報提供と多様な相談に応じる窓口の存在が
ますます重要性を増してくる中、財団の使命の大きさに身の引きしまる
思いでございます。より一層、相談の多言語化の充実を軸に
きめ細やかなサービスを展開し、安心・安全の「国際都市大阪」の
実現に努めてまいる所存でございます。
本年も、引き続き皆様のご理解・ご協力をよろしくお願い申し上げます。
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★ 大阪府海外短期建築・芸術研修生招聘事業 (安藤プログラム）★
前号で紹介した研修生 8 名は、約 1 か月のプログラムを終了し、10 月 25 日に
無事帰国しました。
研修後半の府内建設会社 4 社（(株)大林組、(株)錢高組、(株)竹中工務店、
大和ハウス工業㈱）での 10 日間にわたる企業研修では、伝統と最新の建築技術
だけではなく、日本人の細部にまでこだわる質の高い仕事への取り組み姿勢を
学ぶ事ができたようです。
また、安藤忠雄氏表敬訪問では、安藤氏から、「建物の設計で忘れては
ならないことは、敷地の背景や歴史、その周囲への配慮である」
といったアドバイスをいただきました。研修生は、自身で考え、答えを
見つけ出すことの重要性を感じ、多くの教訓を得たようです。

研修で学んだ知識、経験や出会いを活かし、アジアと日本を結ぶ架け橋と
なってくれることを大いに期待しています。
今年度の研修にご協力いただいた皆様に厚くお礼を申しあげます。
◇平成 30 年度の安藤プログラムを担当して
OFIX 企画員 姜 麗君 (きょう れいくん)
2018 年 7 月から OFIX で仕事を始めて、すぐにこのような大きな国際
プログラムを担当させていただき、緊張と期待を感じつつ、研修生の来日に
向けての準備で、慌ただしい毎日を送りました。
9 月 27 日に研修生 8 名が来日し、それぞれの写真やプロフィールを
見てきたせいか、初めて会ったにもかかわらず、すぐに親近感が湧き、
初日から楽しく研修の日々を過ごすことができました。いつの間にか、
研修生から「先生」と呼ばれるようになり、気恥ずかしく感じながらも、
昔、教職に従事した経験からか、本当の生徒のように、親身になって
アテンドすることができました。
1 か月の研修が終わってみると、少し寂しさを感じますが、既に、
来年度の企画に着手しており、新しい試みを取り入れた安藤プログラムに
するべく、目下、奮闘中です。

★ 留学生支援 in オリオン寮(大阪府堺留学生会館）★
■オリオン寮避難訓練
実施日：実施日：2018 年 11 月 3 日（土・祝）
参加者：42 名
オリオン寮 4 階自炊室で火災が発生した想定で、初期消火、119 番通報を
行う避難訓練を実施しました。防火管理者である寮の管理人が、
寮生へ 消火器の使い方等を指導しました。
また、地震などの災害の際、指定避難所となる西百舌鳥小学校まで
参加者全員で歩くルート確認を行い、地震発生時の行動や避難時の注意点などを
ふり返りました。
訓練前日に、和歌山で発生した震度 4 の地震の揺れを体験した寮生たちは、
いつも以上に真剣に訓練に取り組んでいました。

■オリオン寮地域交流会（ウィンターパーティー）
実施日：2018 年 12 月 23 日（日･祝）
参加者：62 名
オリオン寮では、寮生と地域住民の方々との親睦を深めるために、
年に 2 回地域交流会を実施しています。今回は初めて、NPO 法人 AIKI―NET の
皆様方にご協力をいただき、合気道の披露と護身術を指導していただきました。
ビンゴ大会で盛り上がった後は、恒例となっている近隣老人クラブ健朗会の
皆様と一緒に歌を歌い、書道を楽しみました。
参加者の中には、元寮生の懐かしい姿もあり、近況やその後の活躍を
語り合っている様子も見られ、心温まるひと時を共有できたイベントとなりました。

★ 関係団体とのネットワーク★
■立命館大学主催 国際交流フェスタ「Asia Week」
実施日：2018 年 10 月 21 日（日）
場所：立命館大学大阪いばらきキャンパス（OIC）
立命館大学主催の国際交流フェスタ「Asia Week 2018」に、OFIX は
「地域との絆づくり-サポートする・サポートを知る」というテーマで
ブース出展しました。
ブースでは、国際理解教育サポーターの方々に、自国の書道やゲーム、
民族衣装を紹介していただきながら、来場者の方々にこれらを体験してもらい、
大盛況でした。
併設の「外国人相談コーナー」では、近隣の留学生の生活相談に対応するなど、
充実したブース展開をすることができ、OFIX 事業を知っていただく
好機となりました。

■第 20 回ふれあい交流祭り
実施日：2018 年 11 月 23 日（木・祝）
場 所：国際交流基金関西国際センター

本イベントは、関西国際センター研修生と地域の方々とのふれあいの場
として、関西国際センター研修生交流支援協議会＊が毎年開催しています。
OFIX は、昨年に引き続き、
「いろんな国の遊びを体験しよう」をテーマに、
ブース出展を行いました。OFIX の国際交流員の他に、エジプト、フィリピン、
ベトナム出身の国際理解教育外国人サポーターの方々が、自国の武術や民族衣装等を
披露し、ブースはアットホームな雰囲気に包まれた来場者との
多文化交流の場となりました。
＊岸和田以南の国際交流 10 団体及び OFIX で構成

■「多民族フェスティバル 2018」
実施日：2018 年 11 月 10 日(土)
場所：箕面市小野原公園
会場内で、OFIX は、国際理解教育外国人サポーターの方々にご協力
いただき、参加者と一緒に“外国人と語ろう、防災に関するディスカッション”
を行いました。
サポーターの方々は、6 月に起こった大阪北部地震時の体験から、
不足しがちだった情報や地域の対応について意見を述べ、来場者の方々からは、
「今後、周りの外国人の方への支援の参考にする」という感想や、今後の地震への
備えについて外国人の方へのアドバイスをいただいたりと、本フェスティバルの
目的でもある「多文化共生の地域づくり」の一助になったブース展開となりました。
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【03】
【特集】 在阪留学生の大阪での就職事情
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日本の外国人労働者は年々増加しており、大阪府においても平成 29 年 72,226 人＊1
と、前年度から 22％増加しています。
外国人留学生に関して、全国に平成 29 年度 267,042 人が在籍しており、
うち大阪の留学生数は 21,683 人＊2 と前年度比 18％増となり、また、大阪に
就職する留学生も増加傾向(本文参照)です。
一方、外国人労働者受入拡大に向け、新たな在留資格「特定技能」を
創設する入国管理法の改正案が成立しました。

今回の OFIX ニュースでは、外国人留学生の日本における就職事情に精通している
森興産株式会社の代表取締役 森氏に、留学生、企業双方の就職の現状についてや、
今後の規制緩和の影響下、より多くの外国人留学生が就労しやすい大阪のあり方等
についてご寄稿いただきました。
＊1 厚生労働省『外国人雇用状況』 (平成 29 年 10 月末現在)
＊2 日本学生支援機構『平成 29 年度外国人留学生在籍状況調査』
（平成 29 年 5 月 1 日現在)

◆在阪留学生を取り巻く大阪での就職 -現状と今後森興産株式会社 代表取締役 森 隼人
東京五輪・大阪万博の開催を控え、日本は空前のインバウンドブームに活況を
呈しています。昨年、大阪は「世界で最も住みやすい都市」で世界第３位＊3
となり、観光地としての発展と共に、定住地としての魅力も増してきました。
大阪府下で就職する外国人留学生の数は伸び続け、平成 29 年値で 2,228 人
（法務省発表「平成 29 年における留学生の日本企業等への就職状況について」）
。
この背景には、企業ニーズもさることながら、留学生が就職情報へ容易に
アクセスできる環境が整備されてきたこと、また、学校機関に就職のノウハウが
蓄積されてきていることも要因といえます。ただし、就活に対する認識は、
漢字を母語とする中華圏と非漢字圏とでは大きく異なります。
留学生を採用する上では、英語や母語での情報配信を徹底すること、また、
インターンシップなどを通して「企業側が」留学生について学ぶことも必要です。
留学生の力を「日本語力」という単純な要素で捉えず、また、伝統的な日本の
型にはめこまず、多言語力（母語・日本語・英語＋α）や多文化力
（感性の違いによる新しい発想力）を基盤に活躍できる場を提供することで、
自社の事業・商品を広く世界に展開できるようになります。
現在、外国籍人材は大きな転換期にあります。規制緩和で
外国籍就労者は増えるのか。
海外の学校機関では、留学先として日本は順位を落としています。
一方、それでも、アニメや漫画といったサブカルチャーに憧れ、日本、日本語、
日本文化が好きでこの国を選んでくれる留学生が沢山います。
このような人に 1 人でも多く、住み、学び、働いてもらう中で、真に住み良い街
として選ばれ続ける大阪となることが必要です。
＊3 英誌「エコノミスト・インテリジェンス・ユニット(EIU)」
2018 年 8 月発表

〈写真〉平成 29 年「国際人活用ネットワーク交流会」
(森興産(株)運営受託支援)

★ 留学生のキャリアカウンセリング★
実施日：実施日：2018 年 11 月 7 日（水）
実施場所：難波御堂筋ホール
参加者：セミナー50 名、カウンセリング 5 名
日本での就職を希望する留学生約 230 名が参加した、池田泉州銀行及び
エール学園主催の「外国人留学生のための合同企業説明会」の会場内に、
OFIX が「留学生の就職相談コーナー」を設け、将来起業を希望する留学生等
5 名からの相談を受けました。
同催した「留学生のための就活セミナー」では、
“履歴書は手書きで
ていねいに書く”
、
“将来のビジョンを持って企業を選ぶことが大切”
等について、参加留学生が説明を受けました。
今回は、セミナー、就職相談コーナー共に、OFIX の法人賛助会員である
森興産株式会社の代表取締役森氏に講師をしていただき、貴重なお話と、
適切なアドバイスをいただきました。
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【04】お知らせ・募集
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★ お知らせ ★
◆災害時多言語ボランティア養成講座
《OFIX、池田市共催》
OFIX、池田市共催日本語の理解が十分でない外国人の方のために、
ボランティアとして活動してみませんか。
日時：１月 22 日(火)13 時 30 分-16 時
場所：池田市役所 7 階 大会議室
問合せ先：池田市人権・文化国際課 TEL：072-754-6232
◆「やさしい日本語をつかった災害時外国人支援ボランティア研修」

《OFIX、泉大津国際交流協会、泉大津市共催》
災害時に外国人の方に、やさしい日本語で情報を伝えられるように、
学びましょう。
日時：2019 年１月 26 日(土)１3 時-16 時
場所：テクスピア大阪 302 会議室
問合せ先：泉大津国際交流協会事務局 TEL：0725-33-1131
詳細：
http://www.city.izumiotsu.lg.jp/kakuka/sogoseisaku/
seisakusuisin/kokusaikoryu/1378699828355.html

◆第 26 回ワン・ワールド・フェスティバルにブース出展!
「共に生きる世界をつくるために、一人ひとりができること」を
テーマに、今年もワン・ワールド・フェスティバルが開催されます。
OFIX は、北区民センターにブースを出展します。

日時：2019 年 2 月 2 日(土)、3 日(日)

10 時-17 時

場所：北区民センター・扇町公園・カンテレ扇町スクエア
詳しくはこちら⇒ http://www.interpeople.or.jp/owf

★ 入居者募集 ★
◆大阪府堺留学生会館オリオン寮春期入居者募集！
OFIX が運営する「大阪府堺留学生会館オリオン寮」では、
4 月からの入居者を募集しています。
男性 10 室、女性 10 室
詳しくはこちら ⇒ http://www.ofix.or.jp/accept/support/orion.html
(オリオン寮の紹介動画も、こちらからご覧いただけます。
）

===============================================================
【大阪府外国人情報コーナー】(OFIX 内)
外国人のための無料相談窓口です。
(在留資格、労働、医療、福祉、生活などの相談)

相談時間 9 時-17 時 30 分（月-金 ※祝日除く）
休憩（12 時 15 分-13 時）
専用電話 06-6941-2297
相談言語 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、フィリピン語、タイ語、日本語
E-mail

jouhou-c@ofix.or.jp ※日本語、英語のみ

===============================================================
≫≫ OFIX ホームページ バナー広告募集中！(税別）
日本語ページ 1 枠 1 か月

10,000 円

http://www.ofix.or.jp/banner.html
英語ページ 1 枠 1 か月 5,000 円
http://www.ofix.or.jp/english/banner.html
≫≫ OFIX の賛助会員になりませんか？
法人 1 口 年額 50,000 円 個人 1 口 年額 3,000 円
⇒ http://www.ofix.or.jp/ofix/support/index.html
【特典】
◆OFIX 発行の印刷物、報告書その他の刊行物を無償又は
優先的に提供
◆OFIX の事業活動や国際交流に関する情報等を掲載した
「OFIX ニュース」 （季刊）の送付
◆バナー広告の掲載料金を半額で提供(2 口以上の法人会員様）
※公益財団法人に対する寄附金の税法上の優遇措置適用

≫≫ ご寄附のお願い
⇒ http://www.ofix.or.jp/ofix/donation.html
===============================================================
★ 国際理解学習の授業(小中高)に OFIX 外国人サポーターを派遣 ★
⇒ http://www.ofix.or.jp/training/education/index.html
★ OFIX ボランティアの登録制度 ★
⇒ http://www.ofix.or.jp/accept/volunteer/system.html

★ 大阪府メ-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-ルマガジン
⇒ http://www.pref.osaka.jp/kokusai/geo/index.html
===============================================================
≫≫ OFIX ニュ-スについてのご意見、ご感想はこちら
⇒ E-mail

info@ofix.or.jp

≫≫ 配信中止、配信先変更はこちら
⇒ http://www.ofix.or.jp/info/mail/register_j.html
≫≫「OFIX ニュ-ス」印刷版はこちら ※写真入り
⇒ http://www.ofix.or.jp/info/mail/backnumber/pdf/mail_japanese_no89.pdf
≫≫ バックナンバ-はこちら
⇒ http://www.ofix.or.jp/info/mail/backnumber/index.html
≫≫ OFIX フェイスブックはこちら
⇒ https://www.facebook.com/osakafoundation
==============================================================
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