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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■外国人留学生のための合同企業説明会・面接会参加者募集
外国人留学生と留学生を積極的に採用予定の、２日間で４４社の企業との出会い
の場を作り、今回は面接会も同時に開催し、留学生が就職するにあたっての必要な
情報、機会を提供いたします。
平成２０年より開催をスタートした外国人留学生のための合同企業説明会を本年
も開催いたします。今回は説明会だけにとどまらず、直接、参加企業に面接を行っ
てもらう合同面接会も行いますので留学生の皆さんにはこぞって参加いただきたい
と思います。
外国人留学生の採用に積極的な４４社の企業との出会いの場を作り、留学生が就
職するにあたっての必要な情報、機会を提供し、留学生の就職率向上を目指します。
日時：

平成２３年６月９日（木）−６月１０日（金）

場所：

大阪府咲洲庁舎コスモタワー（旧ＷＴＣ）２階ホール

住所：

大阪市住之江区南港北１丁目１４−１６

対象：

外国人留学生（２０１２年３月卒業見込者・既卒者）

参加企業：６月９日２２社、６月１０日２２社
内容：

１１：００−１６：３０

合計４４社参加決定

＊出展企業４４社による説明および面接ブース
＊キャリアカウンセリングコーナー（日本語、中国語、英語による）
＊在留資格等入社手続き相談コーナー

参加費：無料
なお、前回の合同企業説明会に出展された企業のアンケート集計結果で「外国人
留学生の採用において重視するものは何ですか？」という非常に重要な内容が明確
になりましたので、留学生の皆さんは参考にして今後の就職活動に活用してください。
日本語能力
２４％
コミュニケーション能力
２３％
柔軟性・協調性・環境適応能力 １４％
行動力
１３％
ビジネスマナー
８％
専門分野
４％
プレゼンテーション能力
４％
国籍
３％
その他
３％
大学 ３％
規律意識
１％
ネットワーク
０％
情報収集力
０％
＠基本的に事前登録制を行っておりますので、当日受付が簡単です。
●お申込み方法及び出展企業４４社の検索方法は下記
ＵＲＬをクリックしてください
http://www.grs‑project.jp
事前登録することにより、定期的にメールマガジンが送られてきますので、
毎回事前に各出展企業のより細かな情報を見ることができます。
問い合わせ：
財団法人大阪府国際交流財団 企画推進グループ
電話：０６−６９６６−２４００
Ｅ−メール：info@ofix.or.jp

＊＊＊みなさんの参加お待ちしてます＊＊＊
■外国人のための「１日インフォメーションサービス」（無料相談）
毎年恒例となっているこのイベントでは、十分に日本語が話せない、
あるいは理解できないため、日常生活においてさまざまな不自由を感
じている在阪の外国人の不便や悩みを解消し、快適に暮らせるように、
外国人の生活に密接に関係する専門機関が一堂に会して無料の１日相
談会を開催いたします。
会場では、通訳ボランティアのサポートにより、法律、人権、出入国
・在留、労働、職業、保険年金、生活、市政、税金、医療、歯科、薬剤、
進学、子育て、その他生活一般にかかわる情報の提供及び相談に関して
１０言語で相談を受けることができます。
無料で、１日であらゆる相談を何度でも受けることができますのでお
気軽にご来場ください。また、お知り合いの外国人の方にもご紹介ください。
日時：
場所：

平成２３年６月２６日（日）

午前１１：００―午後５：００

大阪国際交流センター（International House,

住所：

Osaka）２Ｆ

大阪市天王寺区上本町８丁目２番６号（I−HOUSE）

対応言語：日本語、英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語、
インドネシア語、タイ語、フィリピノ語、ベトナム語
構成団体：大阪法務局、大阪入国管理局、大阪労働局、日本年金機構 大手前年
金事務所、全国健康保険協会大阪支部、大阪府、大阪府警察本部、大
阪市、大阪弁護士会、大阪府行政書士会、社団法人大阪府医師会、社
団法人大阪府歯科医師会、社団法人大阪府薬剤師会、大阪商工会議所、
近畿税理士会、大阪府社会保険労務士会、独立行政法人日本学生支援
機構大阪日本語教育センター、大阪市立子育ていろいろ相談センター、
特定非営利活動法人関西国際交流団体協議会、財団法人大阪府国際交
流財団、財団法人大阪国際交流センター
対

象：

在阪外国人及び関係者（一般・学生・その他、在留資格を問いません）
秘密厳守

相談費用：無料
問い合わせ：
財団法人大阪府国際交流財団 企画推進グループ
電話：０６−６９６６−２４００
Ｅ−メール：info@ofix.or.jp

■第三回中国知識検定の知らせ
6月1日から7月17日までに、中国駐大阪総領事館は中国国家観光局大阪駐在事務所
と立命館孔子学院の共同主催で「第３回中国知識検定ー中国文化の旅」を行います。
優秀者には、中国旅行などの豪華賞品があります。
○参加資格
日本国籍を有し、且つ中国語を母語としない者。更に、学生の部の参加者は、日本
の中学校または高校に在籍し、中国語圏内に2年以上滞在したことがないこと。大人
の部への参加者は18歳以上。
○日時と会場
2011年 6月1日（水）9：00
6月30日（木）17：00

学生の部エントリー開始
大人の部一次試験開始

7月17日（日）決勝
12：00‑15：00
15：00‑17：00
17：00‑17：30
17：30‑19：00

学生の部エントリー締切り
大人の部一次試験締切り
学生の部
大人の部（二次試験）
表彰式
交流会

決勝会場：立命館大学衣笠キャンパス
創思館 カンファレンスルーム
住所：京都市北区等持院北町56‑1
○問合せ
学生の部：TEL：06‑6821‑2301、FAX：06‑6821‑2303
大人の部：TEL：06‑6445‑9425、FAX：06‑6445‑9476
（担当者が不在の場合、FAXで連絡）
立命館大学衣笠キャンバスアクセスホームページ：
http://www.ritsumei.jp/accessmap/accessmap̲kinugasa̲j.html

○その他
関連説明、用紙などは中国駐大阪総領事館ホームページ（日本語）を
ご覧ください。アドレスは下記の通り：
http://osaka.china‑consulate.org/jpn/
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【02】大阪府外国人情報コーナーだより
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■住宅を借りる
外国人の方にとって住宅探しは思いの外困難を伴うことがあります。外国人に
貸してくれる物件を見つけることが難しいことや、日本の「敷金」「仲介料」
「手付金」「礼金」などの習慣や用語に馴染みがないことが理由として上げられ
ます。最近では外国人の方向けの不動産業者もあり、家具つきのアバートや1カ月
毎の更新ができる物件も紹介してもらえます。外国語での賃貸契約書のひな型も
作成されています。多言語でオンライン広告を出している不動産業者もあり、そ
のようなサイトから情報を得るのも便利かもしれません。外国人の方にとって家
探しのもう一つの問題は法的責任の重い「連帯保証人」を見つけることです。こ
れに代わる制度として「家賃債務保証制度」や民間業者による「保証人代行」サー
ビスがあります。大阪では外国人や高齢者の入居を受け入れるということで登録
している民間賃貸住宅の情報を提供する「大阪あんしん賃貸支援事業」もあります。
外国人の方も入居要件が合えば公営住宅やＵＲ住宅への申込ができます。入居は抽
選により決定されることが一般的です。
「大阪あんしん賃貸支援事業」

http://www.pref.osaka.jp/jumachi/ansin/house03.html

◎大阪府外国人情報コーナー
（月‑金曜日（祝日を除く））
（対応時間：9:00‐17:30）
専用電話：06‐6941‐2297
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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【03】事業報告
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■平成22年度ボランティア派遣実績報告
OFIXでは、府民のみなさんが各種のボランティア活動に参加することにより、草の根
レベルからの国際理解と国際協力を促進することを目的とした、『OFIXボランティア登録
制度』の運営を行っており、平成22年度には登録者が750名、語学ボランティア74名派遣、
文化ボランティア9名、ホームステイ/ホームビジット71家庭受入の実績となりました。
【活動内容と依頼者等】
語学ボランティア
・海外血液事業研修 英語通訳 （大阪府赤十字血液センター）
・「外国人のための一日インフォメーションサービス」（大阪市国際交流センター＆OFIX）
英語/中国語/韓国･朝鮮語/西語/フィリピノ語/ポルトガル語/ベトナム語/タイ語通訳
・外国人府民の情報流通促進調査票 インドネシア語等翻訳（OFIX）
・保健師の家庭訪問 ネパール語通訳 （東大阪市人権文化部文化国際課）
・「留学生のための合同企業説明会」 中国語通訳 （OFIX）
・OFIX HP更新 韓国・朝鮮語翻訳 （OFIX）
等
文化ボランティア
・「日韓高校生交流事業」折り紙体験 （OFIX）
・国際交流茶会 着付け体験 （（社）茶道裏千家淡交会大阪西支部なみはや青年部）
ホストファミリー受入ゲスト国籍
アメリカ・インドネシア、スリランカ、タイ、ネパール、ハンガリー、ブルガリア、ベトナム、
ポルトガル、リトアニア、中国、台湾、韓国 等、他多数
★皆様のご協力ありがとうございました★
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【04】OFIX国際交流員のレポ‑ト
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■ジャパニーズ・タイム
こんにちは！仕事が山ほどあると、時間は早くたつものですね。国際交流員のアルビンです！
この頃、日本に来た時に驚いたことを思い出そうとしていました。本当はたくさんあると思うけど、
今となっては、それらはもう「当たり前」になってしまいました。やっと一つ思い浮かんできたので
すが、これはとても日本的だと多くの人も同意するでしょう。それは日本人の時間は守らなくてはい
けないという観念です。
日本に来た時に、全ては時間どおりだとわかって、びっくりしました。公共の場所にある時計は同
一時刻で、店や会社などは開店時間ちょうどに開くし、電車やバスなどは時刻どおりに走っています。
さらに、日本人は約束の時間も必ず守ります。これが僕の言う「ジャパニーズ・タイム」です。

多くの国は、日本みたいには時間をちゃんと守っていないに違いありません。フィリピンでは、
「フィリピン・タイム」というのがあって、「ジャパニーズ・タイム」の正反対です。どんなことに
しても時間どおりにはいきません。ほとんどの事は遅れています。交通機関もまとまっていません。
例えば、バスが発着する時間も決まっていませんし、モノレールがあるのですが、時刻表はありませ
ん。時間どおりに営業しない会社もあって、そして、フィリピン人は約束の時間どおりには行きません
．．．遅れることで、何か損する時以外はね。高校の同窓会があった時も、集合時間は夜の7時だと言
われたので、時間どおりに行ったら、まだ誰も来ていませんでした。友達に集合時間の確認で電話した
ら、時間は合っていたのに、僕が早く来すぎていたと言われました。次の人が到着したのは7時半でした。
ほとんどのフィリピン人は、イベント、例えば、誕生日パーティーを計画する時に、開始時間を本当
の時間より1時間前に設定します。ですから、午後5時からパーティーをやりたいのなら、パーティーは
4時からだと皆に知らせます。僕もこれをよくやっていました。
僕は時間を守るのが好きで、時間を守る観念、「ジャパニーズ・タイム」が好きです。しかし、この
時間どおりにしないといけない概念はあまりにも重要とされていて、それによって、逆に悪い影響を与
えることもあると思います。時間に間に合うように急いで怪我したり、何かをなくしたりする時はたく
さんあると思います。例えば、駆け込み乗車をしてドアに挟まれる日本人を見たことがあります。急い
でいるばかりで、結局自分が怪我してしまいます。急いでいると周囲のことを見落としてしまって、不
注意になり、自分が事故にあうことでなく、他の人にも怪我させることもあります。最悪の場合は、人
の命まで奪うこともあります。
時間を守るのは大切ですが、柔軟性も学ばなければなりません。柔軟性といえば、この記事を締切の
1日後に提出しました．．．冗談です。
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★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‑：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‑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‑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‑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‑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/mail̲japanese̲no30.pdf
≫≫ バックナンバ‑
⇒ http://www.ofix.or.jp/mail/backnumber.html#japanese
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