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＜北海道のお役立ち情報をお届け＞

□■
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北海道国際交流・協力総合センターでは、留学が終わり帰国した皆さんや、
留学中の皆さんに北海道のお役立ち情報をお届けします（年 3 回程度）。

◆北海道赤レンガ通信

北海道庁（Hokkaido Government）には、海外からの訪問客の応接や外国語
資料の作成などの国際業務に従事する『国際交流員』が勤務しています。

・アメリカ：シュースター

エミリー さん

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/self_intro_emily.pdf

・韓 国：ムン

ジソン さん

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/munjiseon.pdf

・中 国：ヨウ

キ さん

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/jikosyoukai_youki.pdf
３名の国際交流員の皆さんが、それぞれの視点で北海道の観光、暮らし、
経済、文化などのトピックを集めて英語、韓国語、中国語で 北海道を紹
介する『赤レンガ通信』を発行していますので、是非ご覧ください。

▼最新号はこちら

【中国語】
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/hokkaido_akarenga_ch.htm

【韓国語】
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/hokkaido_akarenga_kr.htm

【英語】
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tsk/akarenga_eng.htm

◆気になる記事

北海道国際交流・協力総合センターで発行している季刊誌や国際協力情報
紙から気になる記事をお届けします。

8 月 7 日～8 日にかけて、当センターが主催した「留学生ふれあい交流 in もり」
の記事が掲載されています。
道内の留学生とともに 1 泊 2 日で道南の森町に行き、地域のお祭りに参加したり、
住民と交流したり、森町について学び、楽しいひと時となりました。
場所はまだ未定ですが、来年も開催予定です。来年も北海道内の大学に在籍されて
いる方は是非参加してくださいね！

▼であい vol.81 最新号
http://www.hiecc.or.jp/deai_pdf/deai_vol81.pdf

◆トピックス

＜【再掲】大学卒業後に就職活動を行うための在留期間が最長 2 年間に延長されました＞

外国人留学生が大学卒業後も引き続き日本に滞在しながら就職活動を行う際、
これまでの制度では卒業後、1 年間に限り在留が認められていましたが、地方
公共団体が実施する就職支援事業の対象となり、地方公共団体から事業の対象
者であることの証明書の発行を受け、大学等を卒業後 2 年目に当該事業に参加
してインターンシップへの参加を含む就職活動を行うことを希望する場合に、
更に最長 1 年間の延長が認められるようになりました。
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan84.html

＜【再掲】北海道ウェブサイトについて＞
北海道庁では、北海道にお住まいの皆様や、北海道に関心のある外国人の皆
様に、インターネットを活用し、様々な情報を発信しています。
ぜひご活用ください。
・Welcome to Hokkaido
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/foreign/english.htm

・歡迎來到北海道
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/foreign/chinese_t.htm

・欢迎来到北海道
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/foreign/chinese_s.htm

・홋카이도에 오신 것을 환영합니다.
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/foreign/korean.htm

・Добро пожаловать на Хоккайдо
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/foreign/russian.htm

＜【再掲】留学生就職支援ネットワークについて＞
日本で就職を希望する外国人留学生を対象に、就職活動の方法や外国人留学
生の採用に積極的な企業の採用情報、外国人留学生向けのガイダンスやセミ
ナーの情報、合同企業説明会や面接会などの情報を提供しています。
※本ネットワークの利用にあたっては、大学の登録が必要になります。利用
方法については、出身の大学に問い合わせてください。
https://ajinzai-sc.jp/

◆その他、お役立ち情報

＜外国人留学生向け企業説明会・就職面接会

おしごと in HOKKAIDO＞

外国人留学生を積極的に採用したい！という優良の日本企業に集まってもらい
企業説明会・就職面接会を実施します。前半の企業説明会では、各企業のプレ
ゼンテーションを聞き、その企業や仕事についてのイメージが出来たところ、
後半の就職面接会で希望する企業の面接を受けることができます。

日時：2018 年 1 月 27 日(土)
ガイダンス 13：00～13：20
企業説明会・就職面接会：13：30～17：30

場所：キャリアバンク株式会社セミナールーム
札幌市中央区北 5 条西 5 丁目 7 番地 sapporo55 5F
参加費：無料
申込期限： 2018 年 1 月 26 日(金)まで
申込方法：下記の WEB サイト、メール、電話にて申込。
http://www.ryugakusei-support.com/student/jobfair/jobfair.html

＜外国人留学生向けインターンシップ参加者募集中＞
日本での就職を希望する外国人留学生の皆さんに、就業体験をして頂きます。
開催時期：2018 年 2 月－3 月頃
申込締切：2018 年 1 月 19 日（金）
詳しくは下記のサイトよりご覧ください。
http://www.ryugakusei-support.com/student/intern/intern.html

＜札幌観光大使インターナショナル＞
札幌商工会議所より札幌や北海道の魅力を SNS で発信してくれる
外国人留学生の方を募集しています。
https://www.sapporo-cci.or.jp/web/etc/details/post-7.html

＜BJT ビジネス日本語能力テスト＞
日本語によるビジネスコミュニケーション能力テストで、多くの企業や学校
で活用されています。
2017 年より受験日、場所が自由に選択できるようになりました。
詳細はこちら

→

http://www.kanken.or.jp/bjt/

◆冬のイベント情報
寒い冬を楽しみましょう！各地で様々なイベントがあります。
※お出かけの際に電車や飛行機を利用する際は、運行情報を確認することをお勧めします。
北海道では雪など天候の影響で、特に冬の期間は遅延や運休が発生することがあります。

＜第 16 回ミュンヘンクリスマス市＞
日時：11 月 25 日（土）～12 月 24 日（日）場所：札幌大通公園
http://www.sapporo-christmas.com/

＜第 37 回さっぽろホワイトイルミネーション＞
大通公園他、中心部にて開催中。
場所によって日程も違います。詳しくは以下のサイトよりご確認ください。
https://white-illumination.jp/

＜第 69 回さっぽろ雪まつり＞
国内外からの観光客も大勢訪れる、北海道を代表する有名なお祭りです。
大通公園会場の大雪像は圧巻。是非行ってみてください！
日時：2018 年 2 月 5 日（月）～2 月 12 日（月）
http://www.snowfes.com/

＜千歳・支笏湖

氷濤まつり＞

日時：2018 年 1 月 26 日（金）～2 月 18 日（日）
＜氷濤まつり 40 回記念イベント＞
日時：2018 年 2 月 21 日（水）～2 月 25 日（日）
http://hyoutou-special.asia/

＜小樽・余市ゆき物語＞
日時：11 月 11 日（土）～2018 年 2 月 18 日（日）
https://www.snowstory.info/

＜川上郡層雲峡第 43 回氷瀑まつり＞
日時：2018 年 1 月 25 日（木）～3 月 18 日（日）
http://www.sounkyo.net/hyoubaku/

＜ICE VILLAGE（星野リゾートトマム）＞
日時：12 月 10 日（日）～2018 年 3 月中旬頃まで
https://www.snowtomamu.jp/special/icevillage/
条件を満たせば氷のホテル宿泊体験が出来るかも？！
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編集担当より
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留学生サポーター便り（第 8 号）はいかがでしたか？
最後までお付き合いいただきありがとうございました。
北海道はいよいよ本格的な冬に突入してまいりました。そして 2017 年もあと
残り 25 日ほどです。毎年もうこんな時期か、と時の流れを感じます。
皆さんは年越しをどう過ごしますか？食べ物の話でいくと、日本では 1 月 1 日
元旦におせちを食べます。しかし、北海道では 12 月 31 日大晦日からおせち
の他、カニ、寿司など贅沢に美味しいものを食べます。もちろん年越し前には
年越しそばを食べ、1 月 1 日元旦はそのあまりものに加えて、お餅やお雑煮な
どが出てきます。（一部東北の地域でもおせちは 12 月 31 日に食べるそうです）
美味しいものをたくさん食べられるので、北海道での年越しは好きです。
皆さんは今年 1 年どんな年でしたか？来年は皆さんにとって笑顔がたくさん
あふれる年になりますように。それではまた来年お会いしましょう。
良いお年を！
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