
アジアNo.1の留学生都市

実現戦略

大阪は 「日本留学のトップランナー」 を目指します

2022年5月12日
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留学生支援コンソーシアム大阪
2022年度総会資料



ALL OSAKA体制 「留学生支援コンソーシアム 大阪」 を設立
OGSA ： Osaka Global-student Support Association

公式サイト: www.studyinosaka.com

将来は、地方独立行政法人 大阪留学生支援機構（仮称） へ発展

1. 組織図
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2. 役 員

会 長
溝畑 宏（ 大阪観光局 ）

副会長
西澤 良記（公立大学法人大阪）

生駒 京子（ ㈱プロアシスト ）

留学生支援コンソーシアム大阪 組織図
2022年5月12日 現在

（敬称略）

支援･活用委員会

事務局（大阪観光局）

顧 問
樋田 奈々美（ JICE ）

池田 佳子（ 関西大学 ）

雨坂 甲（あんしん保証㈱）

就労委員会誘致委員会

◎近藤 佐知彦（大阪大学）

栗林 知美（大阪公立大学）

白木 寛和（㈱ﾎﾂﾏｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ）

生駒 京子（㈱プロアシスト ）

平居 聡士（立命館大学）

◎西村 康司（エール学園）

柴田 聖子（学校法人佐藤学園）

西本 聡子（大学ｺﾝｿｰｼｱﾑ大阪）

森 隼人 （森興産㈱）

辻 順優（ｼﾞｬﾊﾟﾈｸｼｮﾝｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ㈱）

◎吉田 圭輔（Transcend-Learning）

山下 裕貴（修成建設専門学校）

古川 智樹（関西大学）

谷口 洋介（池田泉州銀行）

若松 直 （第一綜合事務所）

鵜飼 知枝（㈱パソナ）

◎委員長
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3. 事務局
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政策統括官
田中 嘉一

事務局長
牧野 輝彦

事務局次長
内村 朋弘

部門長
國守 正二

部門長
山口 智子 部門長

牧野 輝彦

次長
岡田 ナオミ

支援・活用担当

岡田 ナオミ

次長
内村 朋弘

PR統括
日高 ちひろ

誘致部門
支援・活用部門

就労部門

庶務・会計
岡田 ナオミ

次長
日高 ちひろ

PR担当
岡田 ナオミ

OGSAN担当
（留学生）

ONISE担当
（日本人学生）

◎日高ちひろ
國守正二
岡田ナオミ

◎山口智子
國守正二
日高ちひろ

2022年5月12日 現在



「留学生支援コンソーシアム 大阪」 KGI

2030年度
➀ 府内留学生満足度 90％
② 府内留学生数 5万人 → (経済波及効果 893億円）

③ 府内留学生就職率 80％

・多数の留学生が大阪で学び、働き、大阪経済の発展に貢献し、
日本中・世界中に人材を多数輩出する、
「グローバル人材のハブ大阪」の実現に繋げる。

・大阪府内における留学生による「経済効果」への波及に繋げる。

【注】②大阪府への経済波及効果
出典：平成27年大阪府産業連関表 経済波及効果推計ツールで推計

4. 「留学生支援コンソーシアム 大阪」 KGI
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➀ 府内留学生の「満足度」
[2020年度 OGSA調査：78%] KPI:2021年度(80％)→2021年実施結果(74％)

② 府内の「留学生数」
[2020年度 ：24,361人(大阪)] KPI:2021年度(26,000人) → 21,783人

③ 府内留学生の就職希望者で日本国内における「就職率」
[2019年度 ：31％（大阪）] KPI:2021年度(35％) → 29％

「留学生支援コンソーシアム 大阪」 KPI4. 「留学生支援コンソーシアム 大阪」 KPI

・留学生に直接メールで12月に依頼（集計締切日は、1月中旬）
・調査項目は、5段階（満足、やや満足、普通、やや不満、不満）

・JASSO調査 「外国人留学生在籍状況調査結果」

・2020年5月1日現在の在籍数→ 2021年3月に発表

・JASSO調査 「外国人留学生進路状況・学位授与状況調査結果」
・2019年度中に卒業（修了）した者→ 2021年3月発表のデータ

＜大阪＞ 就職** 進学** ＜全国＞ 就職** 進学** （**日本国内）
31.0％ 39.0％ 36.9％ 26.2％

(1,962人) (2,468人) (23,014人) (16,356人)

KPI：2022年度（80％）
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KPI：2022年度（35％）

KPI：2022年度（26,000人）



「留学生支援コンソーシアム 大阪」 KPI5. アクションプラン
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A 誘致戦略

１ 留学希望者向け「ポータルサイト」

2 誘致プロモーション「日本留学海外拠点事業」

3 海外から評価される「大学改革」

4 「留学生アンバサダー」育成プログラム

B 支援戦略

1 「おおさか住まい」プロジェクト

2 留学生の支援・交流体制の構築

3 外国人留学生エキスポ ・ 留学生ウィーク

4 奨学金制度など金融支援システムの構築

C 活用戦略

1 「留学生ウエルカム都市」Osaka!

2 留学生「大阪Ｂ&Ｓ」プロジェクト

3 留学生「ボランティアチャレンジ」

4 「大阪の文化」参加・体験イベント

D 就労戦略

1 「社会進出・就職支援」サポート

2 「社会人スキルアップ」プロジェクト

3 留学生「起業家支援」プラン

4 留学生「追跡システム」



「留学生支援コンソーシアム 大阪」 KPI6. 誘致委員会
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誘致戦略

１ 留学希望者向け「ポータルサイト」
留学希望者に大阪を留学先として選んでもらうためであり、大阪で暮らしている留学生に役立つ
ポータルサイトである。（2021年開始）

2 誘致プロモーション「日本留学海外拠点事業」
海外での誘致活動ができない状況が続く中、バーチャルによる「外国人留学生フェア」を実施し、
入り口から出口まで支援する大阪の留学生支援の魅力を発信する。（2022年開始）

3 海外から評価される「大学改革」
留学受入れ環境の充実及び拡大のため、大学における英語教育充実・英語講義の拡大などの
大学改革の実施。（2021年開始）

4 「留学生アンバサダー」育成プログラム
組織した留学生ネットワークを「アンバサダー」として育成し、国内外への発信し、大阪を留学先
として世界各国に訴求する。（2021年発足）



動画“EduOsaka2022”
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「留学生支援コンソーシアム 大阪」 KPI6. 誘致委員会
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日本初
ヴァーチャルスペースでの合同学校説明会



「留学生支援コンソーシアム 大阪」 KPI6. 誘致委員会
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「留学生支援コンソーシアム 大阪」 KPI7. 支援・活用委員会
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支援戦略

1 「大阪住まい」プロジェクト
留学生に十分な満足感を提供できる、住環境の整備と住宅に関する様々な支援を行います。
（2021年開始）

2 留学生の支援・交流体制の構築
医療や行政支援との連携と共に、日本人学生の支援グループなど支援・交流体制を構築しま
す。（2022年開始）

3 外国人留学生エキスポ・留学生ウィーク
留学生と日本人学生、企業の交流を図るイベントを7月（エキスポ）と11月（ウィーク）に実施し
ます。（2021年開始）

4 奨学金制度など金融支援システムの構築
奨学金など留学生への金融支援システムの構築を目指します。（2022年開始）



「留学生支援コンソーシアム 大阪」 KPI7. 支援・活用委員会
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活用戦略

1 「留学生ウエルカム都市」Osaka!
留学生がSNSや動画を用いて、大阪の魅力や留学生に歓迎的な都市であることを発信しま
す。（2021年開始）

2 留学生「大阪Ｂ&Ｓ」プロジェクト
留学生が、国内修学旅行で大阪を訪れた学生に対して、府内を案内して大阪の魅力を伝え
ます。（2021年開始）

3 留学生「ボランティアチャレンジ」
ボランティア活動に関心のある留学生に対して、ボランティア活動の機会を提供します。
（2022年開始）

4 「大阪の文化」参加・体験イベント
大阪の祭事や文化体験に参加し、異国の文化に触れる機会を提供します。（2021年開始）



「留学生支援コンソーシアム 大阪」 KPI７. 支援・活用委員会
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テーマ 目標 内容

①情報提供 国内外の日本語学校との連携

オンライン座談会に参加する
海外の日本語学校

オンライン座談会に参加する
国内の教育機関

（日本語学校・専門学校、大学）

②留学生のネットワークの構築

ネットワークイベントの実施※

ＡＢＣプラットホームの実施

外国人留学生エキスポの実施

留学生ウイークイベントの実施

海外在住の留学生ＯＢとのネット
ワーク構築

キーパーソンの発掘 → 将来の
誘致活動

留学生の活用

大阪Ｂ＆Ｓ学生スタッフとしての
登録

インターンシップ生の活用
(大阪Ｂ＆Ｓ,留学生の活動報告）



「留学生支援コンソーシアム 大阪」 KPI７. 支援・活用委員会
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アジアビジネス創出（ABC）プラットフォーム人材育成プロジェクト
★ 5月、7月、9月、11月、1月、3月に実施



「留学生支援コンソーシアム 大阪」 KPI７. 支援・活用委員会
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海外の大学✖産官学オンライン交流会
★ 2022年7月12日（インドネシア）

ベトナム
2月26日

ダナン開催済



「留学生支援コンソーシアム 大阪」 KPI７. 支援・活用委員会
16

Global Presidents Meeting（元留学生や海外の経営者の会）
★ 2022年5月24日に実施予定



「留学生支援コンソーシアム 大阪」 KPI7. 支援・活用委員会
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国際人財活用ネットワーク交流会
★ 2022年12月16日に実施予定



「留学生支援コンソーシアム 大阪」 KPI8. 就労委員会
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就労戦略

1 「社会進出・就職支援」サポート
留学生の就労を多方面からサポートし、アルバイト・インターンシップなどの機会を提供します。
（2021年開始）

2 「社会人スキルアップ」プロジェクト
社会人になるための様々なスキルトレーニングを行う企画等の支援を行います。
（2021年開始）

3 留学生「ボランティアチャレンジ」
ボランティア活動に関心のある留学生に対して、ボランティア活動の機会を提供します。
（2022年開始）

4 留学生「追跡システム」
留学生アンバサダーの卒業後の進路をデータベース化し、大阪サポートに活用できるシステム
を構築します。（2022年開始）



2022/5/18

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-14/women-take-most-jobs-in-

norway-cabinet-for-first-time-since-2012

女性ばかりが取り上げられたが、実はより多様性豊かな内閣がノーマル化している

多様性を実装するとは、どういうことか

「留学生支援コンソーシアム 大阪」 KPI8. 就労委員会
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「留学生支援コンソーシアム 大阪」 KPI8. 就労委員会
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留学生「追跡システム」

企業のダイバーシティ戦略成功のために
就労委員会の支援
2022年7月ローンチ

DE&I企業と外国人留学生のプラットフォーム

就職希望率アップ

就職率アップ



「研究会」が多種のステークホルダーがコミュニケーション・ルートとして機能

連携・協力組織団体

DE&I企業のブランド支援プラットフォーム

大阪観光局

留学生支援コンソーシアム大阪

経済産業省
経済産業政策局 経済社会政策室

日本貿易振興機構
JETRO(予定)近畿経産局

「留学生支援コンソーシアム 大阪」 KPI8. 就労委員会
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コンソーシアムSUCCESS

他コンソ―シアム・各種専門学校との参加も同時募集開始



府内大学でのセミナー等の開催！！ 各専門学校とも協議開始

テーマ 企業と学ぶ「就職で役立つ論理的思考」 ダイバーシティ促進企業の取組みを知る 大阪の成長企業＆オンリーワン企業を知る

実施内容 企業からの課題をもとに進める事例研究
・課題解決とは？
・論理的思考法
・事業企画の作り方
・グループディスカッション＆発表

【第1部】セミナー
なぜダイバーシティ経営が必要なのか

【第2部】トークセッション
ダイバーシティ促進企業の取組み・事例
の紹介

【第１部】セミナー
2025年大阪・関西万博開催がもたらすもの

【第２部】トークセッション
大阪で活躍している企業の取組み・事例の紹
介

目的 就活に役立つ論理的思考力身につける ダイバーシティ・社会問題への取り組み
を知る

大阪で成長する企業の魅力を知る

実施方式 グループワーク セミナー＆トークセッション セミナー＆トークセッション

参加学生 30名程度 100名程度 100名程度

参加企業
候補先

➢ SDGsに取り組んでいる企業
➢ 「ダイバーシティ経営企業100選」

➢ SDGsに取り組んでいる企業
➢ 経済産業省「ダイバーシティ経営企業

100選」
➢ 「大阪人材確保推進会議Eカンパ

ニー」

➢ 経済産業省「地域未来牽引企業」
➢ 「大阪ものづくり優良企業」
➢ 地域企業（業界トップシェア・オンリーワ

ン技術）
➢ 成長企業 （ベンチャー企業など）

学生に府内企業の魅力を伝えることは、現在3割にのぼる東京圏への就職流出を防ぐことにつながる。府内大学1～4年生を対象に、府内企業が参加するグループ
ワークやセミナー＆トークセッションへの参加を通じて、「府内企業の魅力の認識」、「就職先の選択肢」としての意識向上·行動につなげる。

プログラム決定 提示する３つのプログラムから、大学側との調整の上決定。大学の特徴や要望に応じて、テーマ設定、登壇企業、実施方式を決定する。

時期と方法 時期方法（対面またはオンライン）についても大学側との調整により決定する。

「留学生支援コンソーシアム 大阪」 KPI8. 就労委員会

10

DE&IとSDＧｓ企業・大学募集開始！専門学校は協議中
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SDGs教材で取り組みを紹介（使用したい大学 専門学校募集・掲載企業募集）

①貴社取り組み
ページ掲載可能

教材内に貴社の動画を組み込み、講座など
での視聴を通し、貴社の活動について理解
を促すことが可能です

SDGs教材で、貴社の取り組み等を紹介します。

大学教育のなかで、貴社の活動を学生に認知してもらうことが可能です。

②貴社名の
PRが可能

表紙の次ページの目次に、貴社名を掲載
します。大学や大手書店への展開も予定
しており、幅広く貴社名を周知する機会に
なります。

③ワークショップにも対応。
より能動的な行動・思考を通して、
貴社に対する関与度を高めます

大学教育だけでなく、自治体イベントなどでの使用も予定しています。

「留学生支援コンソーシアム 大阪」 KPI8. 就労委員会
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就業体験型インターンシップ 業界研究型インターンシップ

ねらい

・興味のある企業の業務内容が具体的にわかる

・企業で活かせる自分の長所や短所がみえて、効率的に自己分析ができる

・グループ活動が苦手な学生が参加しやすい

・興味のある企業・業界を見つけるきっかけとなる

・考え方や話し方・協調性をつけ、グループ面接対策になる

・グループ活動を躊躇する学生の苦手意識が克服できる

実施期間 企業との協議のうえ決定/22年7月～23年2月の間実施 22年8～9月/1社あたり5日間程度

参加対象

開催形式

参加企業
40社以上

【府内中小企業のDX関連企業、又はDXを推進している企業を含む】

10社以上

【ものづくり、商社、流通・小売、金融、サービス・インフラ等代表的な8業界】

参加者数 30人以上【企業1社につき1人以上】　 20人以上【1グループ3～5人(1グループ最低3社参加)】

参加者対応 個別面談を行ったうえで、学生の希望をヒアリングする 第3候補まで希望をとり、希望に合わせて学生グループを調整

事前研修 自己分析講座 話し方・伝え方講座等

参加後フォロー 
学生・企業双方の参加報告レポートを作成。希望者には個別の面談を設

け、個別アドバイスを行う。

多様な業種から学んだことをもとに、自分の強みや方向性を話し合う。レポー

トのフィードバックを行い、就職活動の具体的な行動につなげる。

対面【状況によりオンラインのみの企業あり】

府内大学1～3年生

インターンシップの実施目的を、企業、人材双方が
成功体験を積んでもらい、日本での活躍をイメージさせることに注力

実施フローのポイント

ポイント①
学生向け事前研修・個別面談

➢ インターンシップレポート掲載

学生・企業双方からの問い合わせ窓口を
明確にし、必要に応じて対面でフォローを
行い、問題があれば早期に解決する。

ポイント③
インターン前・中・後の相談体制

ダイバーシティ研修をもとに、多様な人材
受入れの意義や留意点につき解説をし、
インターンシップ受入れを万全にする。

ポイント②
企業向け受入れ前研修

参加の目的、参加企業や留意点への
理解を深めることで、高い目的意識で
の効果的なインターンシップにつなげる。

✓ 実習先企業概要
✓ 実施内容
✓ 担当者からの評価
✓ 参加者学生の感想
✓ 今後への助言

※イメージ画のため変更あり

実施フロー

企業

※受入れ企業リスト作成

募集告知

WEBエントリー

学生選考

個別ヒアリング 個別面談

受入れ前研修 参加事前研修

インターンシップ中フォロー

アンケートの実施

アフターフォロー

インターンシップレポート掲載

企業選考

企業・学生の
マッチング

学生
実施概要

「留学生支援コンソーシアム大阪」 KPI8.就労委員会

その他：大阪府と連携するモデルを継続実施
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企業向け）自社の進むべき方向性を決める
企業と外国人を主役にしたダイバーシティー
戦略モデルの開発

企業交流施策

方針実践 戦略企画
Future Design
サステナビリティ事業

企画&実践

・Diversity・サステナビリティをテーマ
にした多様性人財との半年間～通年の取
り組み施策の共創事業

ー人事部向け：若手マネジメント研修
ー事業部向け：企画・立案・検証

サステナビリティ
経営人財戦略セミナー

・多様性人財の獲得・選考など

異文化マネジメントセミナー
・若手・管理職研修
他：大学関係者・学生とのパイプ強化イベント多数

パーパスWS
サスティナブルWS
社内浸透策

企業団体がDiversityを進めるうえで、
・必要な要素・考え方および自社課題抽出

多様性優秀人財による企業
活動施策に関する戦略等検証

・企業活動情報（企業広報物、統合レポー
トなど）を、ダイバーシティーやSDGｓ
などを深く学んでいるZ世代を中心に、企
業評価＆改善レポートの提供など。レポー
ト作成後のアンケートを通じて、多様性優
秀人財へ企業活動施策PRが可能

企業個別施策

協力：株式会社電通/りそな銀行/読売新聞大阪本社

「留学生支援コンソーシアム 大阪」 KPI8. 就労委員会
25
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大阪観光局

留学生支援コンソーシアム大阪

最近入国した留学生の声

日本貿易振興機構
JETRO(予定)

シンさんは中国から3月24日に来日しました。

「桜の入学式に間に合いあました。キャンパスを歩くと留

学の実感を持ち始めました」

「留学生支援コンソーシアム 大阪」 KPI９.OGSAN 活動報告
26



DE&I企業のブランド支援プラットフォーム

大阪観光局

留学生支援コンソーシアム大阪

最近入国した留学生の声

日本貿易振興機構
JETRO(予定)

ベトナムから大阪の日本語学校

に4月6日入学したハンです。

「私はこの大阪の平和な雰囲気

、感覚、そして人々が好きです。

近所はとてもいいところです。寮の

近くを通るたびに、お年寄りが挨

拶をして会話を始め、調子はどう

かと尋ねたり、何か困ったことはな

いかと聞いてくれたりします。

「留学生支援コンソーシアム 大阪」 KPI９.OGSAN 活動報告
27



最近入国した留学生の生の声

日本貿易振興機構
JETRO(予定)

ミャンマーから4月16日に入国したウーさんとモーさんです。

「留学生支援コンソーシアム 大阪」 KPI９.OGSAN 活動報告
28



DE&I企業のブランド支援プラットフォーム

大阪観光局

留学生支援コンソーシアム大阪

日本貿易振興機構
JETRO(予定)

「留学生支援コンソーシアム 大阪」 KPI10.留学生アンケート結果

他コンソ―シアム・各種専門学校との参加も同時募集開始

概要

調査期間：
調査内容：

質問数：

2021年12月7日～2022年1月15日
留学生の悩みごと、留学生の満足度、留学生の収入及び支
出、留学生の就職意志及び悩みごと 等
33問

調査方法: オンラインアンケート調査

回答者の数

合計回答件数： 966件

内有効回答者数： 891人

教育機関の数： 97校

対象者： 大学、大学院、専門学校、
日本語学校に所属している外国人留学生

協力団体： 大学コンソーシアム大阪、南大阪地域大学コンソーシアム、大
阪府専修学校各種学校連合会（大専各）、各協力団体、
各教育機関
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DE&I企業のブランド支援プラットフォーム

大阪観光局

留学生支援コンソーシアム大阪

日本貿易振興機構
JETRO(予定)

「留学生支援コンソーシアム 大阪」 KPI10.留学生アンケート結果 留学生の悩み

他コンソ―シアム・各種専門学校との参加も同時募集開始

留学生にとって特に悩みの原因になっているのは、経済的なこと及び
進学・就職に関することである。
昨年の結果でも、留学生に「現在困っていることは何ですか」と尋ねた
時、同じ「１：経済的なこと、２：進路（就職や進学）のこと ３:
日本語のこと」の順であったので、今回の結果とは大きな違いはない。
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DE&I企業のブランド支援プラットフォーム

大阪観光局

留学生支援コンソーシアム大阪

「留学生支援コンソーシアム 大阪」 KPI10.留学生アンケート結果 国別就職意識

他コンソ―シアム・各種専門学校との参加も同時募集開始

50%

84%

69%

14%

3%

11%

37%

13%

20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

中国 ベトナム 韓国

卒業後、日本で就職したいのか

日本で就職したいのか、就職したくないのかまだ決めていません

いいえ

はい（内定済みも含む）

ベトナム人は日本で働きたいとい
う割合が84％と高い。日本で働
きたくないと回答した人はわずか
な3％だけである。ベトナム人回
答者の多くは就職のための専門
学校に通っているためでもある。
ベトナムの人にとって「日本で稼
ぐ」ことは来日する大きな目的で
あると考えられている。

日本で就職したいか不明の割合
は、中国人では37％、韓国人
では20％と高い。自国の就職
状況によってこの数値は大きく変
化すると考えられる。
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DE&I企業のブランド支援プラットフォーム

大阪観光局

留学生支援コンソーシアム大阪

日本貿易振興機構
JETRO(予定)

「留学生支援コンソーシアム 大阪」 KPI10.留学生アンケート結果 就職活動

他コンソ―シアム・各種専門学校との参加も同時募集開始

• 63％の留学生は日本で就職したい
63％の留学生は日本で就職を希望している。そして、28％
の留学生はまだ日本で就職したいか、したくないか決めていな
いという。

• 就職先は、日本の企業がメインだが、外資企業も人気
ほとんどの日本で就職したい留学生は日本の企業に就職した
いというが、38％の留学生は外資企業に入りたいという結果
である。

• 就職で困っていること：日本語、面接方法、適正検査
日本語以外にも、日本での就職時の面接方法や適正検査
も課題として挙げられている。
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「留学生支援コンソーシアム 大阪」 KPI事務局より

2022年7月29日(金)
15:30 ～ 17:00

参加方法：リアル・オンライン併用

ご参加の程 どうぞよろしくお願いいたします。

●次回のコンソーシアム開催について

●本日の「議事録」は、後日皆さまにお送りいたします。

実施場所：マイドームおおさか
「外国人留学生エキスポ」会場
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事務局より
34

●留学生支援コンソーシアム大阪へのご連絡

studyinosaka@octb.jp

06-6282-5908


