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厚生労働省委託事業
Program commissioned by the Ministry of Health, 

Labour and Welfare

定住外国人
• 日本人の配偶者等
• 永住者
• 永住者の配偶者等
• 定住者
Foreign Residents
• Spouse or Child of Japanese National
• Permanent Resident
• Spouse or Child of Permanent Resident
• Long-term Resident

一般財団法人 日本国際協力センター
Japan International Cooperation Center

　https://www.jice.org/
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定住外国人向け

Japanese Language
for Work

Training Course for Promoting Stable Employment of Foreign Residents
Curso de Capacitação para Promover o Emprego Estável para Residentes Estrangeiros
Curso de Capacitación para Promover el Empleo Estable para Residentes Extranjeros

外国人就业及稳定就业支援培训



≪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　

▼主な受講者　国・地域別　内訳（2018年度実績）

北米 アメリカ・カナダ

中南米 ブラジル・ペルー・ボリビア・コロンビア・
アルゼンチン・パラグアイ・メキシコ

東アジア 中国・韓国・台湾

ASEAN フィリピン・ベトナム・タイ・インドネシア

南アジア インド・ネパール・スリランカ・パキスタン・
バングラデシュ

欧州 ロシア・フランス・ウクライナ・スペイン・イタリア

アフリカ エジプト・モロッコ

大洋州 オーストラリア

計 83カ国

定住外国人就職支援コース　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）

 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、職場における日本語コミュニケーション
能力の向上、ビジネスマナーや雇用慣行、労働保険・社会保険制度等に関する知識を習得する

❷ �国内企業における安定的な就職及び職場定着の促進を図る

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、厚生労働省「外国人就労・定着支援研修事業」のうち、定住外国人を対象とした事業です。研修の実施は、厚生労働省から委託を
受けた一般財団法人日本国際協力センター（JICE）が行っています。

研修実施地域（2019年度実施予定地域）

研修実施地域：20都府県
年間受講予定者数：5,000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

中部支所

・愛知県   ・岐阜県

・三重県

関西支所

・滋賀県 ・大阪府 ・広島県

・京都府 ・香川県

九州支所

・島根県   ・長崎県

行ラベル 合計 / 人数 行ラベル

ASEAN 923 ASEAN 923

アフリカ 68 アフリカ 68

その他 9 その他 9

その他アジア 253 その他アジア 253

欧州 162 欧州 162

大洋州 12 大洋州 12

中東 23 中東 23

中南米 1939 中南米 1939

東アジア 881 東アジア 881

南アジア 2 南アジア 2

北米 25 北米 25

無国籍 4 無国籍 4

(空白) (空白)

総計 4301 総計 4301

中南米,	45.1%	

ASEAN,	21.5%	

東アジア,	20.5%	

その他アジア,	5.9%	

欧州,	3.8%	
アフリカ,	1.6%	 その他,	1.7%	

レベル1 120h

初めて日本語を勉強する人、日本語が少し話せるが、ひらがな・カタ
カナの読み書きが苦手な人のコースです。

▶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）
▶職場での簡単な指示・説明理解

↓

レベル2 120h

ひらがな・カタカナの読み書きができ、日本語を少し勉強したことが
ある人のコースです。日本語で会話が少しできるが、丁寧に話すのが
苦手な人のコースです。

▶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）
▶職場や業務の簡単な説明

↓

レベル3 120h

ひらがな・カタカナや簡単な漢字の読み書きができ、ある程度会話が
できる人のコースです。状況や相手に合わせた職場での話し方を身に
付けたい人は、このコースで勉強しましょう。

▶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）
▶指示・提案　等

↓

レベル4 120h

「レベル3」修了程度の日本語力がある人のコースです。

▶求職活動のポイント理解
▶N4～N3レベルの言語知識、読解力・聴解力習得のポイント理解
▶自律学習姿勢の形成

↓

レベル5 120h

「レベル４」修了または日本語能力試験N3合格程度の日本語力がある
人のコースです。

▶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
▶自律学習姿勢の形成
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【主な学習内容】
このコースでは、安定就労に向けて、「はたらく」場面で用いる日本語を学習します。


