


日本語ボランティア研修 2017
～開かれた地域社会をめざして～

第6回　お話を聞く会「ポートフォリオと学習記録簿」
講師：青木直子氏（大阪大学）・奥優伽子氏（神戸定住外国人支援センター）
　日本語の学びの記録である「日本語ポートフォリオ」や「学習記録簿」の趣
旨を説明し、これらを効果的に使うために必要なこと、使ってみてわかった
ことや課題について報告します。TNN（東海日本語ネットワーク）との共催。
●日時：10月14日（土） 13:30～15:00
●場所：名古屋国際センター 5階 第1会議室
●対象：日本語ボランティア関係者およびその活動に興味のある方
●参加費：500円（TNN会員は無料）　　●定員：先着50名（予約不要）
問 交流協力課　☎052-581-5689　✉vol@nic-nagoya.or.jp

地球の課題にみんなで取り組む グローバルユース塾【実践編】
～グローバル人材に必要な3つの力を身に着けよう！～

　グローバル人材を目指す若者のための研修の実践編です。3つのスキル
とその実践方法について学び、その学びを活かして今後できることを考え
ます。
●日時：①11月22日（水）「企業や地域と協働する力」、②11月29日（水）「プレ

ゼンテーション力」、③12月6日（水）「 PDCAを回す力」 各日17:30～
20:30

●場所：名古屋国際センター 5階 第1会議室
●対象：グローバル人材を目指す若者（15歳～35歳の方）
●参加費：無料
●定員：先着60名（要申込、３回すべてに参加できる方を優先します）
●申込方法：10月17日（火）10:00より、メール、電話、ウェブサイトおよび来

館にて受付。定員に達し次第締切。電話と来館の受付は9:00～
17:00（月曜休館）。

申込・問 交流協力課　☎052-581-5691　✉koryu@nic-nagoya.or.jp 
URL http://www.nic-nagoya.or.jp/

●参加費：無料　　●定員：50名
●申込：11月11日（土） 10:00よりメール、電話、ウェブサイトおよび来館にて受付。

定員に達し次第締切。電話と来館の受付は10:00～17:00（月曜休館）。
申込・問 交流協力課　☎052-581-5691　✉koryu@nic-nagoya.or.jp

学校へ行こう！
～外国人の子どもと保護者のための学校訪問プログラム～

　高校進学を考えている外国人の子どもと保護者が夜間定時制高校を訪
ね、日本における学校生活の様子を実際に見学します。
●日時：11月17日（金） 18:00～20:00
●場所：名古屋市立中央高等学校夜間定時制（中区栄3-15-45）
●集合場所：地下鉄千種駅西改札口（集合時間17:45）
●対象：高校進学を考えている外国人親子（子どもだけの参加も可）
●定員：先着15名（要予約）　　●参加費：無料
●申込：10月17日（火）10：00から開催日前日17:00（必着）まで、メール、電話、来

館またはウェブサイトにて受付。
●必要事項：氏名、国籍、通訳の要・不要、連絡先電話番号
申込・問 広報情報課　☎052-581-0100
          ✉info@nic-nagoya.or.jp
        　URL http://www.nic-nagoya.or.jp/

★「ワールド・コラボ・フェスタ2017」については、P9をご覧ください。

グローバルに活躍する若者を応援！
NIC Global Youth Award 2017 応募団体募集

　名古屋市を中心に国際交流・国際協力・多文化共生分野で活動している若
者の団体やグループを表彰するにあたり、応募団体を募集します。受賞者に
は、賞金等団体の活動をサポートする副賞を贈呈します。詳しくは、名古屋
国際センターウェブサイトに掲載している「募集要項」をご確認ください。
●応募方法：10月24日（火）必着、郵送、メールまたは来館にて受付。来館の受

付は9:00～17:00（月曜休館）。
送付先：〒450-0001 名古屋市中村区那古野1-47-1
名古屋国際センタービル4階

（公財）名古屋国際センター 交流協力課
✉koryu@nic-nagoya.or.jp

●プレゼンテーション審査は平成30年2月18日（日）を予定。
問 交流協力課　☎052-581-5691　✉koryu@nic-nagoya.or.jp

外国語で楽しむ絵本の会
　外国人ボランティアによる外国語の絵本の読み聞かせを開催します。外
国の絵本ならではのイラストや色使いを見るだけでも楽しめます。10月
22日はハロウィンの特別企画です。
●日時：10月  8日（日） 14:00～14:30（英語）

10月22日（日） 14:00～15:00
特別企画「ハロウィンの絵本と遊びを楽しもう！」

11月  4日（土） 14:00～14:30（英語）※

日本語ボランティアシンポジウム 2017
「わからない日本語、つかってない？

～外国人に伝わる『やさしい日本語』を考えよう！～」
　1993年の初開催以来24回目を迎える本年は、「やさしい日本語」がテー
マです。午前の部では、日本語教室紹介ブースを設け、参加者と交流します。
午後の部では、様々なやさしくない
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日本語を寸劇で挙げ、岩田一成准教授
（聖心女子大学）のお話を交えながら、外国人にとっての「やさしい日本語」
について共に考えます。TNN（東海日本語ネットワーク）との共催。
●日時：12月2日（土） 10:30～16:30
●場所：名古屋国際センター 別棟ホール
●対象：日本語学習支援活動に携わる人、関心のある人
●参加費：500円（TNN会員・NIC賛助会員は300円）
●定員：先着200名
●申込方法：11月11日（土）10:00～11月25日（土）17:00まで、メール、FAX、

郵送、ウェブサイトおよび来館にて受付。定員に達し次第締切。
来館の受付は9:00～17:00（月曜休館）。

申込・問 交流協力課　FAX 052-581-5629
         ✉seminar-vol@nic-nagoya.or.jp

URL http://www.nic-nagoya.or.jp/

地球市民セミナー　地球の課題を見つめてみよう！
「わたしたちと難民」

　（独）国際協力機構中部国際センター（JICA中部）と連携し、世界の課題と
わたしたちのつながりを考える2回連続のセミナーを開催します。昨年度
に引き続き、「わたしたちと難民」をテーマに、難民となる背景や、難民に関
する市民レベルや国レベル等の取り組みを知り、わたしたちにできること
を考えます。
●日時と場所：第1回　12月10日（日）13:30～16:30

名古屋国際センター 5階 第1会議室
第2回　12月17日（日）13:30～16:00
JICA中部なごや地球ひろば2階 セミナールームA（中村区
平池町4-60-7）

11月11日（土） 10:30～11:00（ポルトガル語）※
11月12日（日） 14:00～14:30（英語）
11月26日（日） 14:00～14:30（英語ほか）

●場所：名古屋国際センター 3階 ライブラリー（※ただし11月4日は中村図書
館（中村区中村町字茶ノ木25）、11月11日は港図書館（港区港楽1-14-
16）で行います。）

●参加費：無料　　●予約：不要
問 広報情報課　☎052-581-0100　✉info@nic-nagoya.or.jp

第 32 回外国人芸術作品展（FAE32）
　中部地域在住の外国人による芸術作品（絵画、写真、工芸等）の展示を行い
ます。外国人にとって、また日本人にとっても芸術を通じた交流の機会と
なっています。
●日時：11月7日（火）～12日（日） 10:00～19:00（最終日は17:00まで）
●場所：名古屋国際センター4階 第1・2・3展示室

※オープニングセレモニー：7日（火）10:00～
●参加費：無料　　●申込：不要
問 交流協力課　☎052-581-5691　✉koryu@nic-nagoya.or.jp

NIC 国際交流ウォーキング
　名古屋国際センターのNIC Walking Guidesボランティアが実施。外国
人参加者と日本人参加者が交流しながら、名古屋の文化と歴史散歩を楽し
みます。NIC Walking Guidesボランティアが同行します。
●日時：11月18日（土） 9:00～12:00（8:45集合）
●集合場所：地下鉄鶴舞線「大須観音」駅 改札口
●コース（予定）：大須観音～万松寺～アメ横ビル～久屋大通庭園フラリエ など
●定員：外国人20名　日本人10名（先着）
●参加費：100円（保険料） 
●申込方法：電話、メールまたは来館にて（先着順・月曜休館）
●必要事項：氏名、国籍、連絡先電話番号
●申込期間：10月21日（土） 10:00～ 定員に達するまで
申込・問 広報情報課　☎052-581-0100
          ✉nicwalking@nic-nagoya.or.jp

留学生による言語・文化紹介講座
　愛知県内の大学に在籍する留学生による母国語と自国文化の紹介講座で
す。留学生との交流を通じて、世界の言語と文化を体感してください。
　今回は、①ベトナム、②ドイツ、③韓国、④ジャマイカ（英語）、⑤ブラジル、
⑥中国、⑦インドネシアの言語と文化を、楽しく、わかりやすく紹介します。
●日時：①12月2日（土）、②5日（火）、③7日（木）、④8日（金）、⑤10日（日）、

⑥12日（火）、⑦14日（木）  各日18:30～19:45
●場所：名古屋国際センター 5階 第1会議室
●定員：各講座40名程度（先着）
●参加料：1講座につき500円（複数受講可）
●申込方法：11月1日（水）10:00から各開催日の前日17:00まで、ウェブサイ

ト、メール（氏名、携帯番号、希望講座明記）、電話または来館にて
受付。

申込・問 総務課　☎052-581-5674　✉nic-nagoya.or.jp

● 講演・セミナーなど ●

● イベントなど ●

名古屋国際センターサポーター募集中！
　NICの活動を支援していただくために、サポーター（賛助会員）を募集しています。
　みなさまのご協力をお待ちしています。

※会員期間：学生・個人（平成30年3月迄）、団体（入会月から1年間）

団体賛助会員　7月・8月更新団体

年会費   学生1,500円　個人5,000円　団体50,000円

●サポーター（賛助会員）になると…
●NIC主催の講演会や交流会へのご優待をいたします。
●隔月刊広報誌「ニック・ニュース」をお送りします。
●月刊外国語情報誌「ナゴヤ・カレンダー」（希望者のみ）をお送りします。
●入会記念品
●来館にてお申込みいただいた方には、世界寺子屋運動フェアトレード製品の「ペンケース」または
「カードケース」を差し上げます。
問 総務課　☎052-581-5674

㈱愛知学院、稲沢市役所、㈱第一ビルディング、㈱中京銀行営業統括部、中京テレビ放送㈱、
㈱中日新聞社、㈻名古屋文理大学短期大学部、日本福祉大学教育開発課、
㈱フジトランスコーポレーション　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　（50 音順）

● 外国人を対象とした事業 ●

名古屋市在住外国人人口（国・地域別）
上位８か国（平成29年8月1日現在）

国・地域 人　数

１位 中 国 22,207

２位 韓国・ 朝鮮 16,992

３位 フィリピン 8,736

４位 ベ ト ナ ム 6,574

５位 ネ パ ー ル 4,537

６位 ブ ラ ジ ル 4,040

７位 ア メ リ カ 1,725

８位 台 湾 1,046

名古屋市在住外国人総人口 76,003

名古屋市総人口 2,312,995

10
月

◦ライブラリー　外国語で楽しむ絵本の会：8（日）、以下毎月第2・4日
曜日、但し12/24、2/11を除く

◦国際留学生会館（ISC）　日本文化理解講座（お茶）：11（水）～11/15
（水）、全6回

◦日本語ボランティア研修：14（土）
◦ワールド・コラボ・フェスタ2017：14（土）～15（日）
◦ISC留学生による外国語・外国文化紹介講座
　・中国語、ポルトガル語：16（月）～11/6（月）、全4回
　・ハングル、ベトナム語：18（水）～11/8（水）、全4回
◦JASSO海外留学説明会：21（土）
◦ライブラリー ハロウィン特別企画：22（日）
◦外国人児童生徒サポーター養成研修【実践編】：～12月、全3回

11
月

◦絵本の会＠中村図書館：4（土）
◦第32回外国人芸術作品展：7（火）～12（日）
◦語学・災害語学ボランティア募集説明会：10（金）
◦絵本の会＠港図書館：11（土）
◦外国人の子どもと保護者のための学校訪問プログラム～名古屋市立

中央高校夜間定時制～：17（金）
◦国際交流ウォーキング～大須～：18（土）
◦地球の課題にみんなで取り組む　グローバルユース塾【実践編】：22
（水）、29（水）

◦ISC 日本文化紹介事業（十二単着付け体験会）：25（土）

◦日本語ボランティアシンポジウム2017：2（土）
◦留学生による言語・文化紹介講座：2（土）、5（火）、7（木）、8（金）、10
（日）、12（火）、14（木）、全7回

◦ピアサポートサロン：3（日）
◦地球の課題にみんなで取り組む　グローバルユース塾【実践編】：6（水）

12
月

◦ライブラリー　冬の特別企画：10（日）
◦NIC・JICA中部連携事業　地球市民セミナー：10（日）、17（日）
◦NIC Global Youth Award 2016 受賞団体との共催事業：26（火）
◦ライブラリー　冬休みクイズラリー：中旬～1月中旬の開館日
◦第53回 留学生の夕べ：16（土）
◦NIC地球市民教室「発見！体験！地球市民キャンパス」：16（土）
◦ISC 2018年春期入居者募集開始

１
月

◦NIC日本語の会／NIC子ども日本語教室　申込受付：7（日）
◦日本語ボランティア研修：13（土）
◦「世界のいただきます！」をつくってみよう：14（日）
◦語学・災害語学ボランティア募集説明会：14（日）
◦NIC日本語の会：14（日）～3/25（日）、全10回
◦NIC子ども日本語教室：14（日）～3/25（日）、全10回
◦災害時外国人支援ボランティア研修：20（土）
◦外国人の「心」と「からだ」健康相談会：28（日）

２
月

◦地域の国際化セミナー：3（土）
◦日本語ボランティア研修：10（土）
◦外国人のための税理士による無料税務相談会：中旬～3月上旬の土日
◦ピアサポートサロン：18（日）
◦Global Youthデー：18（日）
◦ISC 外国人留学生就職支援セミナー：24（土）
◦ISC 後期外国語講座（ISC在住の留学生を支援する会主催）：～3月

３
月

◦絵本の会＠中村図書館：3（土）
◦防災サロン：4（日）
◦日本語ボランティア研修：10（土）
◦みどり多文化交流会：25（日）
◦有識者による講演会（予定）

　　 は、外国人対象の事業

10
月

12
月

１
月

２
月

３
月

11
月

12
月

平成29年度NIC下半期行事予定

※日程等変更の可能性があるので、事前に HP などをご確認ください。

日時、内容などを変更する場合がありますので、予約不要のイベントでも、念のため事前にお問い合わせください。
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　NIC が事務局をしている “世界寺子屋
運動”名古屋実行委員会では、書き損じ
はがきを集めて途上国の識字教育支援に
役立てています。この「書き損じはがき
キャンペーン」をみんなに知ってもらう
のが、私の仕事です。

国際留学生会館（以下「ISC」）では、在館留学生に対し、
地域住民との交流及び日本文化理解を目的として、様々な
イベントを企画しています。

今回は、8月5日(土)に開催された瑞穂区民まつりで留学
生仲間とブース出展及びパフォーマンス披露を行ったポミ
エス ルアナさんにお話を伺いました。

＊　　＊　　＊
私は2015年9月の来日後、ISCで留学生活を送ってい

ます。ISCでは様々なイベントが企画されていて、留学生
同士の交流や日本文化に触れる機会が数多くあります。

今回は、「瑞穂区民まつり」に他の留学生とゆかたを着
て参加し、ステージで「恋ダンス」※の歌と踊りを披露し
ました。

参加した理由は、もともと日本の伝統文化が大好きで、
ゆかたを着てお祭りに行けるからでした。ゆかたの着付け
は、ISCで実施された「ゆかた着付け体験会」で覚えました。
その後は動画を見ながら自分で勉強し、お祭りなどの機会
では自分で着付けをして外出します。

今回は、ステージパフォーマンスの練習を通じて、他の

在館留学生との交流も楽しめました。
当日のステージでは、他のブース出展者や一般参加者も応
援してくれて、みんなで一緒に「恋ダンス」を踊ってくだ
さったので、会場に一体感があり、本当に楽しむことがで
きました。

また、ブースでは、参加者の子どもたちとボール遊びを
したり、お話をしたりして交流できたことも良かったと
思っています。

現在は日本で就職活動中ですが、できれば通訳か、留学
生だけでなく日本で困っている外国人のために役に立つ仕事
に就きたいと思って
います。

※ドラマの主題歌「恋」（楽
曲：星野源）に合わせ、ド
ラマの出演者が劇中で踊っ
ているダンスのこと。動画
再生数１千万回以上を記録
した、大人から子どもまで
楽しめる大ヒットダンス。

▲ブースで子どもたちとボール遊びを楽しむ留学生たち
　（右端がルアナさん）

7月25日、名古屋市立なごや小学校の
みなさんより、「子どもニック・ニュース」
夏休み号の「わたしたちが想像する将来
の海」の絵が133枚届きました。3階情
報カウンター内で7月26日から8月31日
まで掲示し、クイズラリーや相談で来館
された方々に見ていただきました。

「みんなが大人になったころの海はどうなっているか」
という問いに対して、「世界がなにか行動をおこしている
と思う」　「ゴミをへらして海をきれいにする」「(海の生き
物の)友だちがふえた」「ゴミ置き場を作る」など肯定的
で主体的な意見や絵の他に、「ビニール袋やペットボトル

がまだある」など、将来への不安を絵にしてくれた友だちもいました。
なごや小学校のみなさん、ありがとうございました。
生態系の一番上に位置する人間の影響は全ての生き物に及び、は

ね返ってきます。海をゴミだらけにするのも、
たくさんの生き物が住める豊かなものにするの
も、私たちの今後の行い次第です。

みなさんが、海や海の生き物について、これ
からも関心を持ち続けてくれるといいなと思い
ます。

「自由に物を考えることのできる
人間をつくる教育」

グローバル人材の育成という言葉を見聞き
することが多くなりました。定義は色々ある
ようですが、自分の考えをまとめ、発言し、
相手に理解してもらう力が大切だということ
は共通しているようです。「人材」の前に「グ
ローバル」という言葉が付くずっと前から、
自分の頭で論理的に考えるということに重き
を置いた教育に取り組んでいる国々があるよ
うです。今回は考える力を重視する教育につ
いて書かれた本をご紹介します。

こんにちは！「はがきちゃん」です！

『“カワイイ”で私がかわる、世界をかえる』
日本とカンボジアを結ぶアクセサリー

金城学院大学 佐藤奈穂ゼミ DIAGIRL　

“NIC Global Youth Award 2016※”において、ファッショ
ンショーを取り入れるなど独創的なプレゼンテーションで準グラ
ンプリに輝いた金城学院大学 佐藤奈穂ゼミ DIAGIRL（ディア
ガール）からのメッセージです。

＊　　＊　　＊
雨季にあたる9月、私たちはカンボジアに行って、農村に暮ら

す女性たちと一緒にアクセサリーを製作します。販売収益をその
女性たちに届け、所得向上へとつなげています。「アクセサリー
作りを通してお互いに成長する」、それがDIAGIRLの活動です。

コンセプトは“カラフルに輝く”
私たちDIAGIRL3期生はそれぞれが個性あふれています。「カ

ンボジアの女性も一人ひとりの個性で輝いてほしい」、そんな想
いからこのコンセプトが生まれました。色の組み合わせなどアク
セサリーのデザインには、私
たちだけでなくカンボジアの
女性のアイデアも取り入れて
います。先進国にはない彼女
たちの良さと私たちの良さ、
お互いの良さが“カラフルに
輝いて”DIAGIRLのアクセ
サリーはできあがります。

私がかわるDIAGIRL ～このゼミに入ってみて～
このゼミに入ったきっかけは、目指すものに向かってがん

ばっている先輩への憧れでした。ぼんやりと過ごしていた学生生
活に「誇れるもの」ができて、自信がつき、この活動について
友達や家族にたくさん話すようになりました。それは、本当に
DIAGIRLが大好きだからです。活動を通して出会った多くの人
からアドバイスをもらい、自分の世界が広がりました。

世界をかえるDIAGIRL ～私たちの想い～
カンボジアには、自然や心の豊かさなど日本にはない「豊かさ」

が溢れています。「貧しい国」というカンボジアのイメージを変
えていきたいです。また、日本では社会貢献がもっと身近になる
ようなムーブメントを起こしていきたいです。ただ大量に消費す
るのではなく、モノの素材や生産者などの背景を知り、同じカワ
イイものを買うなら少しでも社会や環境に役立つものを身につけ
てほしいです。

＊　＊　＊
彼女たちが手掛けたアクセサリーは今月から販売されていま

す。詳しくは公式ホームページ（http://shinaidiagirl.wixsite.
com/diagirl-2015）をチェックしてみてください！数に限りが
ありますので、お早めにホームページからお問い合わせください。

※「国際交流・国際協力・多文化共生」などの分野で活躍している若者の団体
を表彰し、活動をサポートするNICのプロジェクト。

国際留学生会館とは… NICが2001年から管理・運営している、名古屋市港区にある留学生専用の宿泊施設。居室90室のほか、研修室や和室、体育室
などを備え、100名の留学生が生活できる。日本文化理解講座の開催や各種相談・情報提供、地域住民との交流などを行っている。

特に目的があるわけではないけど、ぶらっと来てみたら、
気になることに出合える場所。
このコーナーでは毎回NICライブラリーのご紹介をします。

このコーナーでは、NICの事業やボランティアさんの活動などをご紹介します。
みなさんの知らなかったNICのあれこれを見つけてみてください。

A ほとんどが記述式。

Q フィン
ランドの
テストの
特徴は？

ク イ ズ

▲DIAGIRL3期生のみなさん

　ある日、書き損じたはがきが捨
てられたゴミ箱から誕生しました。
「私を捨てないで～！書き損じてし
まっても、世界の学校に行けない子
どもたちのために役に立てるの！」

●仕事：�世界寺子屋運動名古屋実
行委員会の“書き損じは
がきキャンペーン”をみ
なさんに知ってもらうこと

●趣味：�一人旅（62円で日本全国
どこへでも行けるため）

●ひみつ：�私たちが 11 枚集まる
と、カンボジアでは１
人が１か月間、学校に
通えるよ。

会いに来てね！
目印は赤いリボンだよ！

ワールド・コラボ・フェスタ2017（P9参照）の会場で私を探してね！
10月14日(土)、15日(日) オアシス 21 銀河の広場 10:00～18:00

ご自宅に書き損じはがきがあればお寄せください。
問　(公財)名古屋国際センター　交流協力課
〒450-0001　中村区那古野一丁目47番1号
　　　　　　　名古屋国際センタービル4Ｆ
☎ 052-581-5691　 koryu@nic-nagoya.or.jp

イベント会場で

ワールド・コラボ・フェス
タ

のステージで

各国紹介 /国際理解教育コーナー

左から「哲学する子どもだち」、「受けてみたフィン
ランドの教育」、「人生を面白くする本物の教養」

世界寺子屋運動HP愛知県立大学 日本文化学部歴史文化学科 研究生
ポミエス ルアナ（フランス出身）

留学生の地域交流－「瑞穂区民まつり」より

なごや小学校の
みなさんが

かいてくれました。
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●外国人留学生の進路選択
　学校を卒業した後、外国人留学生はどのような進路

を選ぶのでしょうか。独立行政法人日本学生支援機構

の調査によれば、平成27年度では、日本語教育機関を

卒業（修了）した留学生の８割以上は、日本国内で進学

しています。そして、大学・大学院・専門学校などを卒

業（修了）した留学生のうち、「日本で就職」「日本で進

学（日本語学校・専門学校から大学、大学から大学院な

ど）」「出身国または第三国で就職・進学など」という進

路がそれぞれ約30%ずつに分かれており、およそ３人

に１人は日本で働く道を選んでいることになります。平

成22年度同調査の日本国内就職率が19.0％であった

ことから比較すると、この５年間で日本で就職する留

学生の割合が大きく増加したことが分かります。（図３）

●就職に立ちはだかる在留資格の壁
　「在留資格」とは、外国人が日本に滞在するために必

要な資格のことです。27種類ある在留資格には、それ

ぞれ日本でどのような活動ができるかが定められて

おり、例えば「留学生」の在留資格には、就労が認めら

れていません※2。そこで、内定をもらった外国人留学生

は、「技術・人文知識・国際業務」などの就労が可能な在

留資格に切り替える必要があります。切り替えの際に

は、就職先の業務内容が「単純労働でないこと」や「専攻

との間に関連性があること」などが審査されます。です

から、学生時代の飲食店アルバイトを継続しようとし

たり、文系専攻なのに全く専攻と関係の無い分野のエ

～外国人留学生と就職～
共に活躍する時代へ

　社会や経済のグローバル化が進む昨今、外国人は労働市場においてもその存在感を増しており、販売、事務、営業、研究
開発など様々な分野の企業・職種で日本人と外国人が共に働く時代が訪れています。コンビニエンスストアや飲食店な
どでアルバイトとして働く外国人留学生の姿などは、グローバル化を身近に感じる象徴の一つではないかと思います。
学業を修めた後の彼らは、どのような進路を見つけているのでしょうか。

●外国人留学生の増加と傾向
　「留学生30万人計画※1 」による外国人留学生受け入

れの拡大や、日本語学習者の増加などを追い風に、日本

の大学や語学学校に通う外国人留学生は、この数年右

肩上がりで増えています。愛知県内の外国人留学生数

も増加しており、平成28年末、ついに県内外国人留学

生は1万人を超えました。（図１）

　国籍・地域別の推移（図２）をみると、上位４か国１地域

で外国人留学生総数の約７～８割を占めている傾向は

過去５年間変わっていません。しかし、その内訳には大

きな変化が見られます。横ばいの中国に比べて、ベトナ

ム、ネパールは顕著に人数が増えました。また、その他の

国・地域の人数も増加しており、この５年間で外国人留

学生の出身地は多様化したといえます。

※１　2008年に当時14万人であった外国人留学生を、2020年までに
30万人に増やすとして、日本政府が発表した計画。2010年にはそ
れまでの「留学」と「就学」の在留資格が一本化され、日本語学校等に
通う留学生にも「留学」の在留資格が与えられるようになった。

※２　ただし、入国管理局で資格外活動許可を受ければ、所定の範囲内（週
28時間以内など）でのアルバイトが認められる。

楊
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　玲
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玉
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　さん

◆なぜ日本で就職しようと思ったのですか？
　日本への留学を考えた時から、日本で働くことを考
えていました。せっかく留学したのにすぐに帰国して
は学んだことが無駄になってしまいます。日本で体験
し、学んだことを活かして、日本で働きたいと考えまし
た。中国の家族も私の意思を尊重して、日本での就職に
賛成してくれています。

◆就職活動はいつから始めましたか？
　特に外資系の採用は早く始まるので、昨年12月には
自己分析を初めて今年の１月中旬ぐらいからエント
リーを始めましたが、熱心な学生と比べると少し遅い
スタートだったと思います。
　説明会や面接はほぼ東京で行われました。内定をも

らった会社の場合は最終面接までに東京で４回の面接
がありましたので、学業との両立は大変でした。
　最終面接で落ちてしまった時などは本当に落ち込み
ましたが、気持ちを切り替えるようにしました。就職活
動をする留学生のLINEグループを作って、情報交換を
したり励ましあったりしたことで、最後まで頑張れた
と思います。

◆母国と日本の就職活動の違いは感じましたか？
　中国の場合は、その人がすでに持っている能力・スキ
ルが重視されるので、新卒で大手の会社に入ることは
とても難しいです。日本企業の新卒採用では、現在の能
力・スキルよりも、人柄や将来性を重視されると感じま
した。会社説明会を実施したり、面接時に東京までの交
通費を支給してくれる企業も中にはあって、新卒採用
に力を入れて投資していると感じました。

◆これから4月の入社までは何をしたいですか？
　就職してからは日本企業と仕事をしていくことにな
るので、ビジネス日本語を身につけたいです。修士論文
は英語で書くつもりでいたのですが、就職後のことを
考えるともっとライティング能力を向上させないとい
けないので、日本語で書くつもりでいます。

出身：中国（河南省）
名古屋大学大学院
国際開発研究科　修士課程
外資系経営コンサルティング会社に
平成30年入社予定

出典：法務省「在留外国人統計」各年12月末の統計より作成
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外国人留学生の就職活動体験談外国人留学生の就職活動体験談①
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◆なぜ日本で就職しようと思ったのですか？
　以前に日本を訪れてとても好きになったのがきっか
けで、2013年に日本語学校へ留学しました。早く日本
で働きたいと思っていたので、日本語学校を卒業した
あとは、就職に強い専門学校に進学しました。もっと日
本語を上達させたくて、あえて留学生が少ない専門学
校を選び、簿記、貿易、情報処理などを学びました。

◆就職活動はどのように行いましたか？
　専門学校２年生の４月頃から就職活動を始めまし
た。履歴書は字を綺麗に書かなければいけないし、趣
味・特技や長所・短所など、書くことが難しい項目も
あって、何枚も何枚も書き直しました。学校では日本の
ビジネスマナーを教えてもらい、模擬面接も受けまし
た。特に苦労したのは敬語です。学校の先生に直しても
らいながら敬語を覚えました。
　今働いている会社に応募したのは、今後中国にも進

出する予定があるということに魅力を感じたからで
す。試験や面接を重ねて、６月頃に内定をもらうことが
できました。「留学生」から就労できる在留資格に切り
替える場合は２～３か月かかると聞いていたので、遅
くとも１月頃までには就職先を決めなければと考えて
いました。切り替えは無事にできましたが、完了するま
での２か月間はドキドキしました。

◆外国人留学生へ就職活動のアドバイスがありますか？
　まずは敬語を覚えること。そして、日本のビジネスマ
ナー 、挨拶や電話対応の仕方、コミュニケーション能
力を身に付けることです。私は今も日本のビジネスマ
ナーの本を読んで勉強しています。

◆仕事について、今後の抱負を教えてください。
　今は物流会社で倉庫の管理に携わっています。4月
に入社してから基礎的な仕事を覚えてきましたが、10
月からは中国人技能実習生の世話役もするようになり
ました。自分の言いたいことを正確に伝えられないな
ど、まだ日本語で困る場面もあるので、新聞を読んだり
ニュースを見たりして、今も日本語の勉強を続けてい
ます。また、パソコンの日本語入力も、もっと速くでき
るようになりたいです。こうやって自分が学んできた
ことを、技能実習生や後輩となる人たちに伝えていけ
ればと思っています。

出身：中国（湖北省）
名古屋スクールオブビジネス
総合ビジネス学科　卒業
ロジスティクス会社に平成29年就職

外国人留学生の就職活動体験談外国人留学生の就職活動体験談②
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　外国人留学生の新卒採用を
行っている、株式会社コスモテ
レコム（中区丸の内）取締役執行
役員の菅田武史氏にお話を伺い
ました。

◆外国人留学生を採用するきっ◆外国人留学生を採用するきっ
かけは何でしたか？かけは何でしたか？
　３年前から外国人留学生の新卒採用を始めて、現
在正社員のうち5名が元外国人留学生です。他に契
約・派遣社員を合わせると16名の外国人が働いてい
ます。留学生採用のきっかけは、代理店として会社が
運営する携帯電話ショップに、外国人、特に中国人
のお客様が増えたことです。中国語対応ができる人
材が必要になり、合同企業説明会などを経てエント
リーしてきた学生さんの中から、優秀な方を採用し
ました。母国語での円滑な対応はもちろんですが、日
本人のお客さまの対応もあるので、日本語での販売
能力にも期待をしています。

◆在留資格の壁はどのように乗り越えましたか？◆在留資格の壁はどのように乗り越えましたか？
　採用活動を始めてから、在留資格の手続きが必要
ということを初めて知りました。初めての外国人留

学生採用だったので、まずは仕組みやルールを理解
しなければならないと考えて、自分たちで申請の書
き方などについて調べ、内定後には本人に同行して、
入国管理局で切り換えの手続きを行いました。結果、
社内で在留資格変更に対応できる人材もできて、そ
の後の採用でも問題なく在留資格の切り替えができ
ています。

◆◆外国人留学生を採用して気付いたことはありますか？外国人留学生を採用して気付いたことはありますか？
　採用した外国人留学生は、働く意欲がとても高く、
なにがなんでもこの会社で頑張っていく！という意
識を感じます。帰省や忌引きなどで予想以上に長期
の休みをとらなければならないことなど驚いた点も
ありますが、日本人社員にも、社内で身近な国際交流
ができることが良い刺激になっているように見えま
す。採用した人にはもちろん長く働いて欲しいので、
在留資格の更新や、将来的に永住権の取得希望など
もあれば、会社としてサポートをしていきたいと考
えています。

企業インタビュー

◆奨学金の概要と特徴を教えてください。
　「愛知のものづくりを支える留学生」奨学金制度
は、「ものづくり産業を支えると認められる分野の留
学生であること」や「県内企業への就職の意思がある
こと」などを募集条件としている点に大きな特徴が
あります。アジア諸国（ 22の国と地域）から県内大学
院に留学する外国人を対象とし、研究生６か月と修
士課程２年の合計２年６か月の間の生活費や授業料
等を支給するほか、留学生活や就職活動のサポー
トも行います。大学院修了後には、それぞれが学ん
できた高度な知識を活用してこの地域のものづく
り企業に就職していただきます。地元企業にとっ
ても、専門知識を持ち、母国と日本の文化を知る留
学生は、グローバル人材として貴重な存在になる
ものと思います。

◆どのような奨学生を受け入れていますか？
　また、就職の状況はどうですか？
　この奨学金制度は平成25年度から始まり、これま
でに延べ40名の外国人留学生を受け入れました。国
籍ではベトナムが17名と最も多く、インドが10名、
インドネシアが９名と続きます。男女比は約半々で
す。
　留学生も基本的には日本人学生と同じような就
職活動を行いますが、その企業に母国とのつなが
りがあるかどうかを重視する人が多かったようで
す。また、奨学生には、インターンシップへの参加
が義務となっていますが、多くの方が、愛知県主催
による「留学生インターンシップ」に参加し、事前

にビジネスマナーやビジネス日本語を学んだうえ
で、企業でのインターンシップを体験しています。
そのほか、県や大学のキャリアセンターからの支
援なども受けながら就職活動に励み、その結果、大
学院を修了した第１期生及び第２期生15名全員
が県内に本
社または支
社のある企
業に就職し
ました。

◆この奨学金制度や奨学生は、今後どのように
発展していくのでしょうか？

　この奨学金制度は、事業開始から５年が経過す
る今年度が新規受け入れとしては最終年度となり
ます。現在、来年３月頃に予定されているあいち国
際戦略プランの改定に併せて、来年度以降の事業
を検討しているところです。国際課としては、これ
まで受け入れた奨学生には、できるだけ長く愛知
県で働き、地元企業等で活躍してくれることを期
待しています。彼らが自分の仕事をしっかりこな
して周囲から認められることで、地元企業を始め、
この地域での留学生への評価が高まり、外国人高
度人材活用への大きな流れができるのではないか
と思っています。

ンジニアとして働こうとしても、在留資格が認められ

ない可能性もあります。また、就労可能な職種として認

められていない分野の専門学校（例えば美容師やトリ

マーなど）を卒業した場合も、在留資格がとれず日本で

の就労は極めて難しくなります※3。

　日本での就職を希望する外国人留学生はこのような

条件を理解したうえで、日本人学生同様に就職活動に

臨んでいるのです。

●外国人留学生の就職活動の傾向
　名古屋外国人雇用サービスセンター（中区栄）では、

一般的な外国人の就職支援の他、外国人留学生への新

卒就職支援を行っています※4。同センターの外国人労

働者専門官の溝越太氏によると、同センターの登録者

は８～９割が文系の学生で、近年は専門学校生とネ

パール人留学生の登録が増加しているそうです。

　外国人留学生に見られる傾向は、母国とのスケ

ジュールの違いもあり、就職活動のスタートが遅いこ

とです。秋になると新卒採用を終える企業も出てくる

ので、就職活動スタート時期によっては採用試験を受

ける機会を逃してしまう場合もあります。なお、留学生

が希望する職種としては、通訳や海外と関係のある仕

事を希望する場合が多いそうです。重要なのは在留資

格がとれるかどうかなのですが、留学生によっては自

分がどんな仕事に就くことができるのかを理解してい

ないこともあるので、同センターは各大学や専門学校

から依頼を受け、外国人留学生のための日本での就職

活動についてのガイダンスを実施しています。

●企業の採用活動の傾向
　企業が求めているのは、まずは「日本語能力」です。

「バイリンガル能力」の需要も引き続きありますが、例

えば中国語に加えて英語能力も求められたり、ネパー

ル人留学生数が増加しているのに対して、ネパール語

を必要とする求人が少ないなど、マッチングが難しく

なっています。少子化によって日本人だけでは雇用を

確保できない状況において、外国人留学生の採用を検

討する企業は増加しているものの、P６で述べたよう

な在留資格の壁などについてはあまり知られていませ

ん。「在留資格変更の手続きについて調べたり、行政書

士などの専門家を活用するなど、企業にはもっと外国

人留学生採用への理解を深めてほしい」と溝越氏は話

しています。

※３　「永住者」や「定住者」など、身分又は地位に基づく在留資格を持つ外国人の場合は就労制限はない。
※４　日本語能力試験N2レベルまでの留学生が登録できる。同センターでは求人紹介の他、留学生向け企業説明会や履歴書指導、模擬面接などを実施している。

N1レベル以上の留学生については、日本人同様にハローワークで新卒登録を行う。

～「愛知のものづくりを支える留学生」奨学金制度～
「ものづくり」がつなげるグローバル人材

　愛知県の経済は、世界的にも知名度の高い自動車・航空機・陶
磁器などの「ものづくり」産業によって大きく支えられていま
す。また、県内にはノーベル賞受賞者を輩出した大学も複数あ
り、このような背景もあってか、この地域の大学・大学院で「も
のづくり」を学ぶ外国人留学生は少なくありません。
　労働市場のグローバル化とは、世界規模での人材獲得競争で
もあります。この地域の「ものづくり」を支える人材の育成・確
保のため、愛知県が実施した特色のある奨学金制度について、
愛知県政策企画局国際課課長補佐の本庄俊和氏にお話を伺い
ました。 ▲「愛知のものづくりを支える留学生」集合写真

　（提供：愛知県政策企画局国際課）

▲大村知事（左から３人目）を表敬訪問した奨学生たち

株式会社コスモテレコム
電気通信機器の小売販売事業として、名古屋近郊で携帯電
話キャリアショップを 11 店舗運営。その他、学習塾の運営
などの事業も展開する。
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次号の特集テーマは「通訳の仕事」を予定しています。次号予告

　外国人留学生が日本の企業へ活躍の場を広げていくことは、日本社会の更なるグローバル化を推し進める原動力とな
るはずです。その一方で、日本人学生にとっては、外国人留学生が就職戦線におけるライバルに思えてしまうかもしれま
せん。しかし、外国人留学生が数ある将来の選択肢の中から日本への留学・就職を選んだのと同様に、日本人学生もまた、
国内外への広い視野を持って自分の将来を考えてみてもよいのではないでしょうか。
　キャンパス内のカフェなどで外国人留学生と交流する機会を設けている大学も近年増えているそうです。共に働く時
代のヒントは、このような身近な関わりから見つかるかもしれません。

開催日時：10月14日（土）・15日（日）10:00～18:00
　　　　　☆15日のみ17:25～18:00に大抽選会＆フィナーレを開催します☆
開催場所：栄「オアシス21」銀河の広場（東区東桜1-11-1）
　国際交流・国際協力・多文化共生をテーマに、NGO・NPO、
企業、公的機関など 100 近い団体が名古屋・栄に集結し、ステー
ジパフォーマンスやブースでの活動紹介を行います。

【問】交流協力課　TEL 052-581-5691　FAX 052-581-5629
公式ウェブサイトを今すぐチェック
▶▶　http://www.world-collabo.jp/

参加費無料
予約不要

　世界各国の歌や踊り、楽器演奏、トークなど多彩なパ
フォーマンスがめじろ押し。

世界の楽器でコラボ！「民族の数だけ楽器がある」　
14日（土） 15:15～15:35
NIC 地球市民教室の講師らが
民族楽器を紹介します。皆さ
んが知っている曲を合奏しま
すので、一緒に口ずさんで下
さい！

ワールドステージ

ワールド･コラボ･フェスタ 2017
～発見！体験！世界大交流祭～

名古屋国際センター（NIC）企画

コラボ広場
　ブース出展団体が、活動紹介やフェアトレード製品・
世界各国の品々の販売を行います。クイズスタンプラリー
に参加すれば豪華賞品が当たるかも！？

外国語でメッセージカードを作ろう！　
「世界の 6 人に 1 人が…」を体験するワークショップ
14日（土）・15日（日）両日11：00～
毎時00分から開始（最終17：00～）
　外国語のメッセージカードづくりや
ネパール出身の「案内人」との交流を
通して、文字が読めないということを
体感します。
※会場で、書き損じはがきの回収を

行っています。ぜひお持ちください。

名古屋国際センター（NIC）企画

＜コラボ広場実行委員会企画＞
誰一人取り残さない！いろんな壁をこわしちゃえ！～持続可能な
開発目標（SDGs）と多文化共生～
　SDGs とは、みんなが暮らしやすい社会を目指して、2030 年
までに世界が達成すべき 17 の目標です。SDGs 達成に向けて何
ができるのか一緒に考えましょう！

ＮＩＣの外国人留学生就職支援
　（公財）名古屋国際センターが管理・運営する国際留学生会館（ISC）（港区
港栄）は、留学生専用の宿泊施設です（詳細はP３「国際留学生会館から」を参
照）。留学生を対象とした研修、相談、情報提供事業も行っており、同会館主催
の就職支援セミナーの開催や、外部の合同説明会への出展など、入居者に限
らず地域の外国人留学生への就職支援も行っています。
　平成29年２月に同会館で実施した「外国人留学生就職支援セミナー」では、
日本企業の特徴や就職活動のスケジュールなどについて元留学生で就職活動
経験がある講師からお話しいただきました。参加した留学生からは、「日本の
企業や就職活動への理解が深まった」という意見を多くもらったと同時に、

「面接の練習をしたい」「 SPI試験対策やエントリーシートの書き方を知りた
い」という要望も多数あり、留学生が就職活動に積極的に挑もうとする姿勢がうかがえました。
 問 国際留学生会館　港区港栄二丁目2番29号　☎052-654-3511

▲ISC主催就職支援セミナーに参加する留学生たち

 シャンパン
ランスはシャンパンの産地

としても有名です。ランス市
があるシャンパーニュ地方で
作られたワインのみがシャン
パンと称することができます。シャンパンは、ブドウ
の収穫時に必ず手で摘まなければならないことや、地
下貯蔵庫での最低限の熟成期間が決められているな
ど、厳しい規制を
守りながら製造さ
れています。ラン
ス産のシャンパン
を、皆様も是非お
試し下さい。

 世界遺産
　ランス市の魅力は、市内に3つあるユネスコ世界遺産の建物
です。13世紀に建設されたノートルダム大聖堂は、フランク
王国初代国王のクロヴィス1世がその土地で洗礼を受けたこと
にちなみ、25名の歴代フランス国王の戴冠式の舞台となりま
した。大聖堂に隣接するトー宮殿は、元々 12世紀に建てられ
た大司教の館です。現在は、ノートルダム大聖堂ゆかりの品々
や、大聖堂修復以前の彫刻などが展示されています。サン＝レ
ミ聖堂は、歴代国王の戴冠式
で使用された聖油瓶や、クロ
ヴィス1世に洗礼を授けた司
教である聖レミの聖遺物を収
める目的で11世紀から建造
されたものです。

JICA教師海外研修でラオスを訪問し
たことをきっかけに、世界の様々な課題
やその脅威に気づきました。自分が開発
途上国でどこまで役に立つことができる
か試してみたいと考え、教員5年目で現
職教員特別参加制度を利用して青年海外
協力隊に参加しました。

私が赴任したのは首都ウランバートル
から460㎞離れたドルノゴビ県の小中
高一貫校。夏は40度、冬は髪の毛が凍
るほど寒暖差の大きい地域でした。モン
ゴルの教科書は内容がとても難しく、「で
きる人」を基準として作られていました。
そのため、勉強ができる児童はさらにで

きるようになりますが、できない児童は
できないままで、格差が広がることが課
題でした。そこで、教材を使った算数の
授業や工作、理科実験などを取り入れ、
全員が楽しめて分かりやすい授業作りを
提案し続けました。特に「現地でも手に
入る教材を使う」「簡単にできる」「現地
の先生にやってもらう」の3点を意識し、
私の離任後にも継続可能な授業実践を心
掛けました。

帰国後は小学校に復職し、クラブ活動
において「ワールドコラボクラブ」を立
ち上げました。モンゴルでの生活は決し
て楽ではありませんでしたが、「人を育

てる」という仕事で子どもたちにできる
ことは何かを考えさせられた、とても意
味のある2年間でした。これからも学校
現場で自分のできることを考えて実践し
続けていきたいです。

▲現地の先生とともに授業を実践（右が服部さん）

名古屋姉妹友好都市協会の公式ウェブサイト・フェイスブックページでは姉妹友好都市にちなんだイベント情報等を発信しています。
ぜひご覧ください。
　　名古屋姉妹友好都市協会ウェブサイト	 URL:	http://nsca.gr.jp/
　　名古屋姉妹友好都市協会フェイスブックページ	 URL:	https://www.facebook.com/nagoya.sistercities

　名古屋市は、フランスのランス市と今年10月に姉妹都
市提携を締結することとなりました。今回も、前回に引き
続き、ランス市についてご紹介します。

Ⓒcarmen_moya/OT_reims

編集後記 今回インタビューをした楊
よう

さんと謝
しゃ

さんからは「日本で頑張りたい！」という希望にあふれたパワーを感じました。多様な若者の力で、
日本の労働環境もよりよくなってほしいと思います。（加）

グラスに入ったシャンパン

▲

「モンゴルで精一杯生きた2年間」

服
はっとり
部 　 咲

さき
さん

（青年海外協力隊・モンゴル・小学校教育・2015.7～2017.3）

砂漠と草原が広がり遊牧民が暮らす国・モンゴルの学校
で活動した服部さんに、谷村国際協力推進員がインタビュー
しました。

JICA名古屋市デスク 谷村 祐樹　E-mail：jicadpd-desk-nagoyashi@jica.go.jp　TEL：052-581-5691（名古屋国際センター交流協力課内）

モンゴルってどんな国？ 1.面積
　156万4,100平方キロメートル
　（日本の約4倍）
2.人口　312万人(2016年)
3.首都　ウランバートル
4.民族
　モンゴル人(全体の95％)、カザフ人等
5.言語
　モンゴル語(国家公用語)、カザフ語
6.宗教　チベット仏教等
7.主要産業
　鉱業、牧畜業、流通業、軽工業

（出典：外務省HP　各国・地域情勢）

モンゴル
日本

サン＝レミ聖堂

▲

ランスパリ

フランス
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