
兵庫県産業労働部国際局国際交流課 受託事業 

県内企業海外事業展開に係る留学生活用事業（2019年度・報告） 

 

【留学生向けプログラム】 
 

①ひょうご留学生インターンシップ 

  日本で就職を希望する留学生に教育の一環として、日本企業・団体等でのインターンシップを実施 

開催日時 2019年 6.8(土)～9.21(土) ※実習期間：7月上旬～9月下旬の 5～10日間 

開催場所 研修等：兵庫国際交流会館・三宮コンベンションセンター  実習：各企業・団体本社等 

魅力 

学生：日本での企業理解の一助となる  

企業：留学生の特性と意欲を理解頂き積極的な採用につなげる 

※平成 21 年度から実施している『ひょうご留学生インターンシップ』は、①外国人留学生

に特化 ②「就労体験型」「テーマ・就労体験型」の 2 型 ③事前・事後研修など指導体制

の充実を特徴としたプログラム。各大学から推薦を受けた留学生が特別オリエンテーション

や面談を受けたうえで実習先を決定、ビジネスマナーやキャリアビジョンメイキングも履修

したのち実習に挑み、振り返りを行うなど、全プログラムの参加を必須としており、長期間

を通して「将来日本で働く」ことを意識したスキルやこころがまえを身につける流れを組ん

でいます。 

参加者 （留学生）10校 5か国 34名 （受入企業）22社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②合同企業説明会 

  留学生と企業の出会いの場 

開催日時 2019年 6月 22日（土） 

開催場所 神戸サンボーホール 

協業 主催：神戸市 

魅力 
留学生が神戸市内企業への理解を深め、 

就職意欲をもつきっかけとなる 

参加者 （留学生）478名 （企業）41社 
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③日本語能力試験 N1集中講座【Career Port・ひょうご神戸】（3回） 

  7月 7日（日）開催の日本語能力試験合格に向けた 1日集中型の講座 

開催日時 ①2019年 6月 8日（土） ②2019年 6月 8日（土） ③2019年 6月 8日（土） 

魅力 
自分の日本語のタイプを学ぶ個別学習診断後に、合格に向けた攻略法を学ぶ。 

またＮ１に合格するだけではなく、就職活動や入社後に活かせる日本語学習法も学ぶ。 

参加者 
①（留学生）6校 19名 （講師）2名  ②（留学生）7校 19名 （講師）2名 

③（留学生）7校 14名 （講師）2名 

   

④ビジネス日本語講座（3回） 

  就職活動に向けて必要な情報を提供し、本格的な活動スタートまでに準備すべき事項について理解する 

開催日時 ①2019年 6月 6日（木） ②2019年 6月 12日（水） ③2019年 6月 29日（土） 

開催場所 神戸商工貿易センタービル 兵庫国際交流会館 兵庫国際交流会館 

内容 

留学生対象ガイダンス 

（模擬面接・エントリー

シート講座） 

インターンシップ修了生 

との懇談会 

ビジネスマナー研修 

【Career Port・ひょうご神戸】 

魅力 
日本独特の就職活動、スケジュール、企業が留学生採用に求めること、情報収集や企業研究

の重要性などについて理解できる 

参加者 

（留学生）10校 20名

（教職員）5校 7名 

（企業）9社 10名 

（団体）2団体 2名 

（留学生）11校 42名 
（留学生）10校 34名 

（講師）1名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



⑤留学生のための日本の就職活動 Q＆A 講座（4 回） 

  就職活動に向けて必要な情報を提供し、本格的な活動スタートまでに準備すべき事項について理解する 

開催日時 ①2019年 6月 12日（水） ②2019年 6月 15日（土） 

開催場所 兵庫国際交流会館 兵庫国際交流会館 

内容 

インターンシップガイダンス 

日本企業でのインターンシップ体験の必要性

を先輩から伝える場 

推薦学生と企業の交流会 

【Career Port・ひょうご神戸】 

留学生は企業ごとのインターンシップの特徴・視点

を学び、企業は留学生の意欲・特徴を知る場 

魅力 

実習を通して体得できることや、それ

らがどのように就職活動でも役立った

のか、具体的な実習内容も含めて聞く

ことができる 

日本企業における必要な姿勢や考え方を学

び、留学生として求められる素質や意識を身

につけるきっかけにできる 

参加者 （留学生）11校 39名 （留学生）10校 35名（企業）19社 32名 

 

開催日時 ③2019年 7月 6日（土） ④2019年 10月 9日（水） 

開催場所 センタープラザ西館 6階 兵庫国際交流会館 

内容 

留学生合同企業説明会① 

＜主催：神戸山手大学＞ 

【Career Port・ひょうご神戸】 

合同企業説明会開催前に、日本企業において

留学生に何が求められているかを理解する場 

留学生合同企業説明会② 

＜主催：流通科学大学・みなと銀行＞ 

【Career Port・ひょうご神戸】 

合同企業説明会参加企業との交流を通して、日本企

業での働き方・活躍できる人材を理解する場 

魅力 
この時期に就職活動している学生にとって、改めて自分の立ち位置を理解することで

将来における決断ができる 

参加者 
（留学生）8校 151名 （企業）12社 

（教職員）3校 7名 

（留学生）3校 57名（教職員）3校 8名 

（団体）1団体 1名 （企業）9社 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥県内先端産業・科学技術施設及び企業見学会【Career Port・ひょうご神戸】 

  県内の先端産業・科学技術施設及び企業の見学会開催 

開催日時 2019年 9月 19日（木） 

訪問先 キャタピラージャパン合同会社 明石キャンパス 

魅力 

留学生が県内企業に関心を持ち、県内企業への就職に繋がるよう、企業

の協力のもと、県内の先端産業・ 科学技術施設及び企業の見学会を開

催する。 

参加者 （学生）10校 27名（教職員）1校 1名（団体）1団体 1名 

 



 

⑦但馬方面企業見学バスツアー【Career Port・ひょうご神戸】 

  但馬方面の企業・施設見学会開催 

開催日時 2019年 9月 16日（祝・月）～17日（火） 

開催場所 
但馬地方（香住鶴㈱、城崎温泉観光協会、㈱由利、豊岡市ふれあい公設

市場、東豊精工㈱） 

魅力 
多くの留学生が但馬地域ならではの産業・企業を学ぶことで、インバウ

ンド事業への理解と日本人学生との交流を深めることができる 

参加者 （学生）5校 31名 （団体）2団体 2名 

 

⑧グローバル人材育成セミナー【Career Port・ひょうご神戸】 

  県内外資系企業マネージャーからグローバル人材に、必要な要素や外資系企業の特徴を学ぶ 

開催日時 2019年 9月 19日（木） 

開催場所 キャタピラージャパン合同会社 明石キャンパス 

魅力 
グローバルに活躍する企業で働く方々と交流することで、世界を視野

に入れたキャリアを意識できる 

参加者 （学生）10校 27名（教職員）1校 1名（団体）1団体 1名 

 

⑨ENGLISH プレゼンテーションコンテスト【Career Port・ひょうご神戸】 

グローバルベンチャーコンテストとして開催する「KYOTO大学生グローバルベンチャーコンテスト 2019」「大

学生グローバルベンチャーコンテスト 2019AWin 大阪」にて、アントレプレナーをテーマとした日本（留学

生含む）と海外の大学生代表者（グループ）による英語スピーチコンテトを開催。 

開催日時 2019年 5月 19日（日） 2019年 11月 27日（水） 

開催場所 京都リサーチパーク アトリウム 大阪イノベーション HUB 

魅力 

プランの新規性、市場性、事業展開、事業収支計算を審査基準としてお

り、英語での表現力は勿論、論理的思考力、プレゼンテーション能力向

上を図ることができる 

参加者 

本選参加者  

（学生）8校 51名 

（教職員）3校 3名 

（行政・団体）3団体 3名 

（企業）4社 8名 

本選参加者  

（学生）5校 31名 

（教職員）2校 2名 

（行政・団体）2団体 2名 

（企業）7社 13名 

 

⑩大学と企業との情報交換会の開催 

  大学教職員と企業担当者との名刺交換会 

開催日時 2019年 6月 15日（土） 

開催場所 兵庫国際交流会館 

魅力 
持続的採用に向けて、企業における留学生の果たす役割を産官学の立

場から、検討できる。 

参加者 （教職員）8校 10名 （企業）19社 32名 （団体）1団体 1名 

 


