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本研修についてのお問い合わせ先：　一般財団法人日本国際協力センター（JICE）
（本部）
〒 163-0716　東京都新宿区西新宿二丁目 7番 1号小田急第一生命ビル 16階
TEL ： 03-6838-2723　（国際協力推進部多文化共生課　直通）

（中部支所）　
〒 460-0011　愛知県名古屋市中区大須 1-7-2 加賀ビル 4階　TEL：052-201-0881

（関西支所）
〒 567-0032　大阪府茨木市西駅前町 5-10 茨木大同生命ビル２階　TEL：072-624-8686



≪対応言語≫

・ポルトガル語　　・スペイン語

・英語　　　　　　・中国語

・ベトナム語　

※受講者数上位順に記載

▼受講者　国・地域別 内訳▼（平成28年度実績）

▼研修カリキュラムイメージ▼

南米 ブラジル・ペルー・コロンビア・ボリビア・アルゼンチン　等
ASEAN フィリピン・ベトナム・タイ・インドネシア・カンボジア　等
東アジア 中国・韓国・台湾・モンゴル　等
欧州 ロシア・ウクライナ・イタリア・ルーマニア・スペイン　等

その他アジア インド・ネパール・パキスタン・スリランカ　等
アフリカ モロッコ・ナイジェリア・ガーナ・チュニジア　等
中米 メキシコ・ドミニカ共和国・キューバ・グアテマラ・ホンジュラス　等
北米 アメリカ・カナダ
中東 トルコ・イラン・イエメン・アフガニスタン・イスラエル・イラク
大洋州 オーストラリア・ニュージーランド

計 98カ国

外国人就労・定着支援研修　概要

オリジナル教材

研修コース詳細

 無 料

　公共職業安定所（ハローワーク）に申込書を提出

　 �3カ月～（会場やコースにより異なります）�
※各地域のニーズに合わせ、1コース当たり90時間、120時間、132時間で設定しています

　閉講式にて修了証書を授与します

　 •日本人の配偶者等　 •永住者　 •永住者の配偶者等　 •定住者

受　講　料

申 込 方 法

研 修 期 間

研修終了後

定住外国人

❶ �安定就労への意欲が高い定住外国人求職者を対象に、日本語コミュニケーション能力の向上、
就労に必要な知識を習得させ、安定雇用の促進を図ること

❷ �人手不足産業や成長産業などでの人材確保支援

研　修　目　的

求職活動を行い、就職への意欲が高いと認められるにもかかわらず、日本語コミュニケーション能
力等の就労に必要な知識やスキルが十分ではないこと等が原因で、安定的な雇用に就くことが困難
である定住外国人求職者　

対　   象   　者

※�本研修は、「日系人就労準備研修」（平成21～26年度）の後継事業です。この「日系人就労準備研修」は、平成20年のリーマンショックを起
因として失業した日系人を対象とする緊急雇用対策として実施され、総計26,736名の方々が受講されました。

研修実施地域（平成30年度実施予定地域）

研修実施地域：17都府県
年間受講予定者数：4,250名

本　部

・茨城県　　　・栃木県

・群馬県　　　・埼玉県

・千葉県　　　・東京都

・神奈川県　　・長野県

・静岡県　　　・石川県

中　部

・愛知県　　　・岐阜県

・三重県

関　西

・滋賀県　・大阪府　・広島県

九　州

日本語資格準備コース【N2・N3】

▶求職活動のポイント理解   
▶N3、N2レベルの言語知識、読解力・聴解力習得のポイント理解
▶自律学習姿勢の習得

専門コース
【分野別専門コース（介護）】
▶�介護場面での利用者とのやりとり
▶介護日誌作成のポイント理解
▶職場見学

【職業訓練準備コース】
▶職業訓練・求職者訓練制度の概要理解
▶キャリアプランニング
▶�講義やテキスト理解のための日本語
力養成

【就労準備コース】
▶業種や職種、仕事内容の理解
▶�キャリアプラン及び効果的な履歴
書・職務経歴書の作成

※ 1��職場見学先�：�介護施設、食品製造業、小売業、製造業、観光業等�
就労講義タイトル：「日本の労働環境」、「在留管理制度」等

基本コース【レベル 1 ～ 3】

▶就労場面でのコミュニケーション（会話・読み書き） ▶キャリアプランニング・就職活動（求人票・応募書類・面接）
▶職場見学、就労講義の実施（※1）
レベル 1⇒職場での簡単な指示・説明理解   ��レベル 2⇒職場や業務の簡単な説明   ��レベル 3⇒指示・提案、敬語を用いた接客対応

・島根県

▼受講者　国・地域別　内訳▼（平成28年度実績）

南米 ブラジル・ペルー・コロンビア・ボリビア・アルゼンチン　等

フィリピン・ベトナム・タイ・インドネシア・カンボジア　等

東アジア 中国・韓国・台湾・モンゴル　等

欧州 ロシア・ウクライナ・イタリア・ルーマニア・スペイン　等

その他アジア インド・ネパール・パキスタン・スリランカ　等

アフリカ モロッコ・ナイジェリア・ガーナ・チュニジア　等

中米 メキシコ・ドミニカ共和国・キューバ・グアテマラ・ホンジュラス　等

北米 アメリカ・カナダ

中東 トルコ・イラン・イエメン・アフガニスタン・イスラエル・イラク

大洋州 オーストラリア・ニュージーランド

計 98カ国

※受講者数上位順に記載

南米東アジア

欧州

その他アジア アフリカ 中米 北米 中東

大洋州

構成比

（総受講者数 名）

構成比
（総受講者数�4,450名） 

 

しごとに役立つ

初級日本語Ⅰ

タスクで身につく

職場のコミュニケーション

Basic Japanese for the workplace Ⅰ 
Workplace communication skills acquired with tasks 

  实用初级职场日语Ⅰ 
职场沟通技巧去学习任务

 

一般財団法人 日本国際協力センター

Japan International Cooperation Center (JICE) 

一般财团法人 日本国际协力中心 

しごとに役立つ

初級日本語Ⅰ

一般財団法人 日本国際協力センター

読む・書く・メール

職場の語彙と表現

Basic Japanese for the workplace I 
Reading, Writing and Email 

Vocabulary and expressions in the workplace 
 

实用初级职场日语Ⅰ 
阅读、写作、商务邮件 职场词汇与表达 

 
Japonés Básico para el Trabajo I 

Leer / Escribir / Correos electrónicos 
Vocabulario y expresiones útiles en el trabajo 

 
Japonês básico para o Trabalho I 

Ler / Escrever / E-mails 
Vocabulário e expressões úteis no trabalho 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

一般財団法人 日本国際協力センター

Japan International Cooperation Center (JICE) 

一般财团法人 日本国际协力中心 

キャリアプランニング

就職活動

しごとに役立つ

初級日本語

Basic Japanese for the Workplace 
Career Planning 

Job-seeking Activities 
 

实用初级职场日语 
职业生涯规划 

求职活动 


