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ALL大阪で、日本初 の「留学生ウィーク」を開催！！

大阪の教育機関、公共団体、民間企業、行政、
学生協会・サークルが協力し、
「国際学生の日(11/17)」 に合わせ、
大阪全域で留学生関連のイベントを集中開催

「留学生ウィーク 2021」 11月13日〜20日

ロゴ決定！

就職
(work)

教育
(education）

娯楽
(Entertaiment)

専用サイト： https://osaka-info.jp/event/isw_2021/

https://osaka-info.jp/event/isw_2021/


ALL大阪で、日本初の 「留学生ウィーク」を開催

留学生ウィーク2021（11月13~20日）

イベント 担当 会場 日程 概要

イングリッシュ・キャンプ
World Tour

YOLO JAPAN YOLO BASE
11月13日

(土）
外国人留学生と日本人高校生が英語で国際交流をします。

YOLO FES
留学生ウィーク

（オープニングイベント）
YOLO JAPAN YOLO BASE

11月14日
(日）

YOLO BASEで開催されるYOLO JAPAN FESTIVALを通して、
留学生が大阪の外国人在住人や地域住民、
日本人学生と交流する機会を実施する。

ENMUSUBi
インターンシップ発表会

ABCﾌﾟﾗｯﾄﾎｰﾑ
WA. SA. Bi

エール学園
11月16日
（火）

企業と 留学生の ご縁を 結ぶ『インターンシップ』！
留学生が、その経験を 発表します。

Future Design
ビジネスコンテスト2021
&SDGｓ型合同説明会

SUCCESS-
Osaka

梅田スカイビル
11月19日
（金）

外国人留学生と日本企業が社会課題を見つけ、
解決策をSDGｓをテーマに発表します。

国際紅白歌合戦
（ファイナルイベント）

国際紅白歌合戦
実行委員会

羽衣学園
11月20日
（土）

第10回として主会場を大阪で開催して、
これまでの開催地(東京)やフィリピン〔セブ〕・インドネシア〔バリ〕など、

海外ともオンラインでつなぎ国際的なイベントを目指す。

関連イベント

学生英語プレゼンテーション
コンテスト2021

大学コンソーシア
ム大阪

大阪科学技術
センター

11月28日
（日）

SDGｓをテーマに学生の英語によるプレゼンターションコンテストを開催し、
大学・学部・学年・国籍を超えた交流や親睦を深める。

企業と専門学校
つながる就職セミナー
(文科省委託事業)

大阪府専修学校
各種学校連合会
留学生委員会

オンライン
セミナー

11月16日
(火）~18日
（木）

留学生採用に意欲ある企業と専門学校キャリア担当者が集うオンライン
の合同就職セミナーを開催。企業と専門学校がともに協力して持続可

能な人材採用の構築を目指す。



留学生 高校生×
内容

＼日本の若者と交流したい留学生と英語を話したい、異文化を学びたい高校生を繋げます/

①アイスブレイキングアクティビティ・自己紹介
②海外疑似体験(入国審査、ホテルなど)
③留学生としゃべくりTIME!

※高校生4人対して1人の留学生がつきます。
※留学生は多様な国から10名を募集します。

海外疑似体験

しゃべくりTIME!

会場：YOLO BASE

イングリッシュキャンプ -English Camp- 11月13日（土）



日本で働く外国人と「愉しい・美味しい」を分かち

あう、日本最大級の外国人フェスティバル

企業と地域住民、日本人と外国人、大人と子供がワクワクする時間。

多くの外国人が暮らす「街」と外国人を雇用する「企業」が手を取り、

活躍するすべての「人」を労うフェスティバル。

●将来世代に活躍する「留学生」

●日本ではたらく「外国人」

●コロナに負けず人や地域、未来に貢献し続ける「企業」
●大阪を活気づける「地域住民」

留学生ウィーク

YOLO JAPAN 
FESTIVAL
at Nov . 13-20 , 2021

2021

CONCEPT
験

愉

YOLO JAPAN FESTIVAL2021（オープンイベント）11月14日（日）



外国人留学生によるインターンシップ体験談 11月16日（火）



「Future Design」SDGｓ社会的インパクト 11月19日（金）

最終発表 11月19日（金）
13:00-17:00 梅田スカイビル&LIVE配信

例）大阪観光局・留学コンソーシアム大阪として
の課題：留学生の仕事スキル、経験値向上に対し
留学生が企画提案し検証ステージとして企業ニー
ズをつかみ取り

帝国ホテル 大阪×留学生
にて WIN-WINのインターンシップを開発・実
施・検証を行う

企業・自治体課題を留学生と一緒に、ブラッシュアップし、実際の持続可能なモ
デルを考案する。さらに企業を追加し、アイディアだけでなく検証なども留学生
が行う

企業×外国人留学生による
共創



●東京・フィリピン（セブ）・インドネシア（バリ）・台湾（台北）・モンゴル（ウランバート

ル）・インド（ナグプール）等からオンラインで参加予定。

●大阪開催は、世界中から見れるように、LIVE配信を行い、10万人規模の視聴者を目指す。

一方、コロナ感染に配慮し、観覧者は参加者と支援者のみ（事前登録制）とする。

●特に、高校生の参加を促し、参加する留学生との交流する機会を作る。

また、運営ボランテイアにも積極的に参加を促す

●YOUTUBE チャンネルを作り、イベントの様子が、海外で日本を学ぶ学生さんたちに人気のイ

ベントとなるように、年間を通して、プロモーション活動をしていく

第10回国際紅白歌合戦 『歌おう世界の仲間と!!』2021年
The International Red-White Singing Festival

『SING WITH US!!』

ー日本人は外国語で、外国人は日本語で歌おうー

11月20日（土）15時30分-18時30分
《場所》 羽衣学園高等学校 コンサートホール 《主催》国際紅白歌合戦実行委員会
《後援》大阪観光局 外務省 日本アセアンセンター 海外日系人協会

irws.org

国際紅白歌合戦（ファイナルイベント）11月20日（土）

http://irws.org/


学生英語プレゼンテーションコンテスト2021 11月28日（日）

国際化が加速度的に進むなか、多様な文化や価値観を受
け入れ、よりよい国際社会の構築のために自らが考え行動
できる「グローバル人材」の育成が急務とされています。
大学コンソーシアム大阪では、高い国際意識やコミュニ

ケーションスキルをもつ若者の育成に寄与するため、
SDGsをテーマに学生の英語によるプレゼンテーションコ
ンテストを開催します。学生同士がともに学び、大学、学
部、学年、国籍を越えた交流や親睦を深めることで学生の
国際意識を醸成します。

＜発表テーマ＞
パンデミックがもたらしたニューノーマル（新常態）では、様々
な社会課題を自分事として捉えざるをえなくなりました。アフ
ターコロナをきっかけにSDGs達成を加速することはできないか。
コロナ禍、自身が直面した課題から想起し、大阪の学生が取り組
み可能なSDGsに沿った社会課題の解決策を提案してください。

運営メンバー募集

日 時： 11月28日（日）10:00‐17:00

会 場： 大阪科学技術センター
対 象： 大学コンソーシアム大阪 会員大学の

大学生、大学院生、留学生

＜業務内容＞
・企画 ・英語による司会
・受付 ・コンテスト運営補助

発表者と併せて運営メンバーも募集しています。



企業と専門学校 つながる就職セミナー 11月16，17，18日

令和３年度文部科学省委託事業「専修学校留学生の学びの支援推進事業」

11月16日（火）・17日（水）・18日（木）

各10時30分-17時15分（企業1社 30分の説明・交流を予定）

《主 催》 一般社団法人大阪府専修学校各種学校連合会

《共 催》 大阪商工会議所

《協 力》 留学生支援コンソーシアム大阪

《開催方法》 オンライン（ZOOMによるマッチング）

《参 加 費》 無料（9月中旬より参加企業を募集します）

《対 象》 企業100社程度 専門学校教職員150名程度

※留学生は専門学校キャリア担当者の同席で参加可能とします。

一般社団法人大阪府専修学校各種学校連合会 主催

留学生採用に意欲ある企業と専門学校キャリア担当者が集うオンラインの合同就職セミナーを開催します。

企業にとっては求人票だけでは語れない『会社の魅力・求める人材像』など直接、専門学校キャリア担当に話がで

きる絶好の機会となります。また専門学校にとっても、コロナ禍で求人企業開拓が容易でない中で採用意欲ある企

業との接点がもてます。様々な業種・分野の企業や専門学校が参加することで、新たなつながりを構築できるマッチ

ングセミナーを目指します。

企業と専門学校 つながる就職セミナー
▼特設WEBサイトイメージ

参加企業の検索／企業紹介ページ／タイムスケジュール／Zoom入室ボタン など

企業と専門学校つながる就職セミナー

専門学校キャリア担当者は
希望する企業のZoomルームに入室し面談

各ルームには進行スタッフも配置

特設サイト上で企業情報チェック▶
分野検索も可能

大専各

留学生支援サイト

で更新情報発信します

1日

4ルーム×8クール

（32社）


