
に ほ ん ご

しごとのための日本語
千葉県
ち ば け ん

千葉市
ち ば し

 

2019年度厚生労働省委託事業

Ministry of Health, Labor and Welfare

申込方法/How to apply/Inscripción /报名方法

所轄のハローワークで申込みをしてください。申し込
みの際は写真１枚（3 cm×4 cm）と身分証（在留カー
ドまたはパスポート）を持ってきてください。

Please apply to the Hello Work (the Public Employment 
Security Office) in your area. Please bring a photograph of 
yourself (3.0 cm×4.0 cm) and ID card (resident card or 
passport) with you for your application.

Favor de inscribirse en la Oficina Pública de Empleos (Hello 
Work) del área de su residencia. Favor de llevar una
fotografía de 3 X 4 (cm) y el documento zairyu card  (tarjeta
de residencia) para la inscripción.

请在公共职业安定所进行咨询、办理申请手续
（提交申请表）。办理申请时，请带1张照片
（3 cm x 4 cm）和身份证（在留卡或护照）。

コース

Course/Curso

班级

期間

Course Period

Período

培训期间

曜日・時間

Times/Horario

课程表

レベルチェック
テスト

Test/Exame

Examen

日语水平测试

レベル3
Level3  /Nível3
Nivel3/等级3

月∼金Mon.∼Fri.

周一～周五
Thứ hai~ Thứ sáu

（13：00～16：00）

レベル5
Level5  /Nível5
Nivel5/等级5

月∼金Mon.∼Fri.

周一～周五
Thứ hai~ Thứ sáu
（9：00～12：00）

11/15申込締切

11/25~2/5

12/6~2/19

11/18
14:00～

11/29
10:00～

真砂コミュニティセンター
視聴覚室

真砂コミュニティセンター
視聴覚室

11/27申込締切

真砂

千葉市

コミュニティ
センター



【問い合わせ先】 Inquiries regarding training 培训咨询处 Contactos
JICE 現地連絡調整員 Local Coordinator 现场联络调整员 Coordinador(a) Local

林田(HAYASHIDA)Tel: 080-4335-9653
*Japanese and Chinese available

ハローワーク千葉 Tel: 043-242-1181

一般財団法人 日本国際協力センター（JICE）

Japan International Cooperation Center
Facebook「JICE しごとのための日本語」

真砂コミュニティセンター / Masago community center /真砂社区活动中心

V

真砂コミュニティセンター

住所：千葉県千葉市美浜区真砂2-3-1
駐車場：無料
JR京葉線 検見川浜駅北口から1番バ
ス「東京歯科大正門」下車またはJR総
武線新検見川駅南口から5番バス「2丁
目23街区」下車

会場・会场・Place Hội trường・Lugar

Level 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。

●
This class is for people who can read and write 
Hiragana, Katakana and simple Kanji characters and 
can carry on conversations in Japanese fairly well.

●
O curso é ideal para quem já sabe ler e escrever 
hiragana, katakana e kanjis básicos e consegue se 
comunicar sem problemas em japonês.

●

Es un curso destinado a personas que pueden leer y 
escribir hiragana, katakana y algunos kanjis básicos, 
y pueden comunicarse en japonés hasta cierto 
punto.

●
本课程适合会平假名/片假名及简单汉字的读写，能进行一定程
度日语对话的学员。希望掌握符合不同场景及交谈对象的职场
会话的学员可以选择本课程学习。

Level 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。

●
This class is for people who have Japanese language 
skills roughly equivalent to completion of Level 4 or  
Japanese Language Proficiency Test N3.

●

O curso é para quem já possui a habilidade de 
língua japonesa equivalente a aquele que terminou 
o nível 4 ou aquele que consiga passar o Exame de 
Proficiência em Língua Japonesa N3.

●

Es un curso destinado a personas cursadas el curso 
“Nivel 4” o a quien posea la habilidad lingüística 
del japonés equivalente al N3 del Examen de Aptitud 
del Idioma Japonés.

●
拥有学完“等级4”或者日语能力考试N3合格程度的日语能力的
课程。



に ほ ん ご

しごとのための日本語
千葉県
ち ば け ん

松戸市
ま つ ど し

 

2019年度厚生労働省委託事業

Ministry of Health, Labor and Welfare

申込方法/How to apply/Inscripción /报名方法

所轄のハローワークで申込みをしてください。申し込
みの際は写真１枚（3 cm×4 cm）と身分証（在留カー
ドまたはパスポート）を持ってきてください。

Please apply to the Hello Work (the Public Employment 
Security Office) in your area. Please bring a photograph of 
yourself (3.0 cm×4.0 cm) and ID card (resident card or 
passport) with you for your application.

Favor de inscribirse en la Oficina Pública de Empleos (Hello 
Work) del área de su residencia. Favor de llevar una
fotografía de 3 X 4 (cm) y el documento zairyu card  (tarjeta
de residencia) para la inscripción.

请在公共职业安定所进行咨询、办理申请手续
（提交申请表）。办理申请时，请带1张照片
（3 cm x 4 cm）和身份证（在留卡或护照）。

コース

Course/Curso

班级

期間

Course Period

Período

培训期间

曜日・時間

Times/Horario

课程表

レベルチェック
テスト

Test/Exame

Examen

日语水平测试

レベル1
Level1  /Nível1
Nivel1/等级1

月∼金 Mon.∼Fri.

周一～周五
Thứ hai~ Thứ sáu

（9：00～12：00）12/2申込締切

12/9~2/20 12/4
10:00～

東口会館

★レベル 1は初めて
はじ

日本語
に ほ ん ご

を勉強
べんきょう

する人
ひと

のためのコースです★ 

ひがしぐちかいかん東口会館
ひがしぐちかいかん

松戸市
まつどし

もうしこみしめきり



【問い合わせ先】 Inquiries regarding training 培训咨询处 Contactos
JICE 現地連絡調整員 Local Coordinator 现场联络调整员 Coordinador(a) Local

林田(HAYASHIDA)Tel: 080-4335-9653
*Japanese and Chinese available

ハローワーク松戸 Tel: 047-367-8609

一般財団法人 日本国際協力センター（JICE）

Japan International Cooperation Center
Facebook「JICE しごとのための日本語」

東口会館 / Higashiguchi Kaikan

●住所：千葉県松戸市小根本２０−５８
・Address: Chiba, Matsudo, Konemoto, 
20-58

●駐車場：なし
・Parking: No

● JR松戸駅 東口より徒歩5分
・5min walk from JR Matsudo station East 
exit

会場・会场・Place Hội trường・Lugar

Level 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。

●
This class is for people who are studying Japanese for the first time, who can speak a little 
Japanese but cannot read or write Hiragana and Katakana very well.

●
O curso é voltado para quem está iniciando a aprender o japonês ou já fala um pouco o 
idioma, mas que ainda não domina a leitura e a escrita em hiragana e katakana.

●
Es un curso destinado a personas que aprenden japonés por primera vez o pueden hablar un 
poco en japonés pero tienen dificultad de leer y escribir hiragana y katakana. 

● 本课程适合日语初学者以及会说简单日语，但不擅长平假名/片假名读写的学员。

Higashiguchi Kaikan



に ほ ん ご

しごとのための日本語
★レベル 1は初めて

はじ

日本語
に ほ ん ご

を勉強
べんきょう

する人
ひと

のためのコースです★ 

2019年度厚生労働省委託事業

Ministry of Health, Labor and Welfare

申込方法/How to apply/Inscripción /报名方法

所轄のハローワークで申込みをしてください。申し込
みの際は写真１枚（3 cm×4 cm）と身分証（在留カー
ドまたはパスポート）を持ってきてください。

Please apply to the Hello Work (the Public Employment 
Security Office) in your area. Please bring a photograph of 
yourself (3.0 cm×4.0 cm) and ID card (resident card or 
passport) with you for your application.

Favor de inscribirse en la Oficina Pública de Empleos (Hello 
Work) del área de su residencia. Favor de llevar una
fotografía de 3 X 4 (cm) y el documento zairyu card  (tarjeta
de residencia) para la inscripción.

请在公共职业安定所进行咨询、办理申请手续
（提交申请表）。办理申请时，请带1张照片
（3 cm x 4 cm）和身份证（在留卡或护照）。

コース

Course/Curso

班级

期間

Course Period

Período

培训期间

曜日・時間

Times/Horario

课程表

レベルチェック
テスト

Test/Exame

Examen

日语水平测试

レベル1
Level1  /Nível1
Nivel1/等级1

月∼金Mon.∼Fri.

周一～周五
Thứ hai~ Thứ sáu

（9：00～12：00）

成田

11/22
申込締切

12/2~
2/21

11/26
10:00～

公津の杜コミュニ
ティセンター

会議室D



【問い合わせ先】 Inquiries regarding training 培训咨询处 Contactos
JICE 現地連絡調整員 Local Coordinator 现场联络调整员 Coordinador(a) Local

花城(HANASHIRO)Tel: 080-4335-9913

(English, Spanish and Japanese available)

ハローワーク成田 Tel: 0476-27-8609

一般財団法人 日本国際協力センター（JICE）

Japan International Cooperation Center

Facebook「JICE しごとのための日本語」

公津の杜コミュニティセンター / Morinpia Kozu

住所：〒286-0048 千葉県成田市
公津の杜4丁目8番地

駐車場：2時間まで無料
以降30分ごとに100円
Free until 2 hours, after that
¥100 per 30min

京成本線 公津の杜駅南口 徒歩5分
5min walk from Kozunomori station 
south exit

会場・会场・Place Hội trường・Lugar


