留学生就職支援事業
（１）留学生就職支援事業
[事業目的]
留学生が卒業後の進路として日本企業への就職を選択し円滑に就労できるよう、在学中から日本
企業の文化やビジネス慣行への理解を深め、ミスマッチを減らすことを目的とした就職支援事業を
実施する。本事業の実施により、留学生の日本企業への就労意欲を高め就職および早期定着を実現
し、ひいては企業のグローバル展開の担い手として活躍してもらい大阪の活性化につなげていくこ
とを目指す。
[対象] 外国人留学生及び日本企業
[実施項目]
① 有給インターンシップ
・日本企業への就職を目指す留学生を対象に、実際に社員と同じ業務に従事し、当該業務に係る一
定の報酬を得て、責任を持った業務を体験できる有給インターンシップを実施する。
・登録会（ガイダンス兼個別面談）
[実施時期]
7 月末から 10 月下旬
[場所]
株式会社ナジック・アイ・サポート大阪オフィス
[登録者数]
留学生 84 名／企業 26 社
・派遣前にビジネスキャリア研修を実施（派遣学生以外の留学生も広く参加できるものとする）
＜ビジネスキャリア研修＞
（第１回）
内容：日本での活躍を目指す準備講座
日時：平成 28 年 7 月 13 日（水）17：30～19：30
参加留学生：14 名 会場：貸会議室 ユーズ・ツウ
（第 2 回）
内容：ビジネス日本語対策講座
日時：平成 28 年 7 月 14 日（木）17：30～19：30
参加留学生：7 名 会場：貸会議室 ユーズ・ツウ
（第 3 回）
内容：日本での活躍を目指す準備講座
日時：平成 28 年 10 月 6 日（木）17：30～19：30
参加留学生：11 名 会場：貸会議室 ユーズ・ツウ
（第 4 回）
内容：ビジネス日本語対策講座
日時：平成 28 年 10 月 13 日（木）17：30～19：30
参加留学生：11 名 会場：貸会議室 ユーズ・ツウ

・派遣期間：1 人あたり 80 時間程度の就業を目安とする
（事務局インターンシップ）
平成 28 年 8 月下旬～10 月上旬
本事業の運営実施者（株式会社ナジック・アイ・サポート）において、インターンシップ事務
局業務に従事するインターンシッププログラム。
（一般有給インターンシップ）
平成 28 年 10 月上旬～2 月中旬
様々な業種の一般企業・団体において、実践的な就業を体験するインターンシッププログラム。
・マッチング成立数：留学生 33 名／企業 17 社
・インターンシップ体験者数：留学生 15 名／企業 11 社
・有給インターンシップ成果報告会
[日時]：平成 29 年 2 月 25 日（土）
13 時 30 分～16 時 00 分
[場所]：マイドームおおさか８階 第３会議室
[内容]：
①開会挨拶
②概要説明・実施報告
③留学生による報告
④総括・講評・意見交換
⑤修了証書授与
[出席者]：
留学生
４名
教育関係者 ９名
受入企業
１名

② 企業（工場）見学会
留学生が日本企業で働く具体的なイメージを持てるように、企業の現場を訪問するとともに、見
学先企業で社員との交流会も実施。また、訪問前には、訪問先企業の事前知識や日本での就職につ
いてのミニレクチャーなどを実施する。
（第 1 回）
日時：平成 28 年 9 月 13 日（火）9:00～12:30
見学先企業：JT 生命誌研究館（日本たばこ産業株式会社）
参加留学生：6 名
スケジュール：
8：50～10:00 大阪／梅田駅付近集合、バスで見学先へ移動
10：00～10:30 外国人社員による講演
10：30～11:30 生命誌研究館施設見学
11：30～12:30 バスで移動、大阪／梅田駅付近解散
（第 2 回）
日時：平成 28 年 9 月 16 日（金）9:00～16:00
見学先企業：パナソニック ES 住宅設備株式会社・エバオン株式会社
参加留学生：7 名
スケジュール：
8：50～10:20 大阪／梅田駅付近集合、バスで見学先へ移動
10：20～12:00 パナソニック ES 住宅設備株式会社
門真工場・松下幸之助歴史館見学
12：00～13:30 移動及び昼食休憩
13：30～15:00 エバオン株式会社見学
外国人社員との交流会
15：00～16:00 バスで移動、大阪／梅田駅付近解散
（第３回）
日時：平成 28 年 11 月 26 日（土）10：00～11：30
見学先企業：株式会社神姫バスツアーズ
参加留学生：11 名
スケジュール：
10：00
株式会社ナジック・アイ・サポート大阪オフィス集合
10：00～10:30 外国人社員による会社概要・業務説明
10：30～11:00 徒歩で見学先へ移動、株式会社神姫バスツアーズ見学
11：00～11:30 株式会社ナジック・アイ・サポート大阪オフィスへ移動、外国人社員との交流会
11：30
解散
（第４回）
日時：平成 28 年 12 月６日（火）16：45～18：00
見学先企業：フェンリル株式会社
参加留学生：３名
スケジュール：
16：45～17:00 グランフロント大阪北館（Tower B）２階集合、徒歩で見学先へ移動
17：00～17:30 会社概要・業務説明
17：30～17:40 フェンリル株式会社見学
17：40～18:00 外国人社員との交流会
18：00
解散
（第５回）
日時：平成 28 年 12 月 8 日（木）14：45～16：30
見学先企業：シャープ化学工業株式会社
参加留学生：12 名
スケジュール：
14：45～15:00 羽衣駅集合、送迎車で見学先へ移動
15：00～16:00 シャープ化学工業株式会社本社工場、グローバルセンター充填工場見学
16：00～16:30 会社概要・海外事業説明、外国人社員との交流会
16：30
送迎車で移動、羽衣駅解散

（CARES-Osaka コンソーシアム、大阪商工会議所共催 企業見学会、交流・懇談会）
日時：平成 28 年 12 月 6 日（火）10：50～18：30
見学先企業：株式会社ササクラ
参加留学生：20 名
スケジュール：
10：50～11:00 大阪企業家ミュージアム集合
11：00～12:20 大阪企業家ミュージアム見学
12：20～13:30 バスで移動及び昼食休憩
13：30～15:30 株式会社ササクラ本社工場見学
15：30～16:30 バスで大阪商工会議所へ移動
16：30～18:30 企業と留学生との交流・懇談会
18：30
解散
＜企業（工場）見学会の様子＞

（JT 生命誌研究館）

（エバオン株式会社）

（CARES-Osaka コンソーシアム、大阪商工会議所共催 企業見学会、交流・懇談会）

（シャープ化学工業株式会社）

（2）留学生対象合同企業説明会
・OSAKA ジョブフェア
[対象]
・2017 年卒業予定者
・現在就職活動中の若年求職者
・2017 年大学等卒業予定の外国人留学生
・仕事への復帰を目指す主婦層
・在職中を含む経験豊富な中核人材、大手企業出身者や一つの分野に精通した 50 代以上の人材
[日時]
平成 28 年 9 月 26 日（月曜日）10:00～16:00
[会場]
ハービスホール
[参加者数]
720 名 うち外国人留学生 148 名
[参加企業数]
97 社 うち外国人留学生も対象とする企業 20 社

