
厚生労働省委託事業/受厚生劳动省委托的事业 外国人就労・定着支援研修
Programs commissioned by the Ministry of Health, Labor and Welfare
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一般財団法人 日本国際協力センター
（Japan International Cooperation Center／一般财团法人日本国际协力中心）

JICE Office 052-201-0881

日・中・英

【岐阜/GIFU】黒川アンヘラ（Kurokawa Angela) ☎ 080-4336-3681
【美濃加茂/MINOKAMO】ブルゴスロサリオ（Burgos Rosario)  ☎ 080-4336-3706

https://www.facebook.com/jice.chubu.7

お申込は最寄のハローワークで！Apply at HELLO WORK!去附近的职业安定所报名!

★岐阜公共職業安定所 /岐阜职业安定所

HELLO WORK GIFU TEL☎ 058-206-5063
★多治見公共職業安定所/多治見职业安定所

HELLO WORK TAJIMI TEL☎ 0572-22-3384
★美濃加茂公共職業安定所/美濃加茂职业安定所

HELLO WORK MINOKAMO TEL☎ 0574-25-2178
★大垣公共職業安定所 /大垣职业安定所

HELLO WORK OGAKI TEL☎ 0584-73-9295
★関公共職業安定所/関职业安定所

HELLO WORK SEKI TEL☎0575-22-3223
★一宮公共職業安定所/一宮职业安定所

HELLO WORK ICHINOMIYA TEL☎0586-45-2048
★ハローワークプラザ可児/可児职业安定所

HELLO WORK PLAZA KANI TEL☎ 0574-60-5585

https://www.facebook.com/jice.chubu.7


レベル2 Level 2 等级2 ：
・ひらがな・カタカナの読み書き、日本語での簡単な会話はできるが、丁寧に話すことが苦手な
人のためのコースです。

・This course is for people who can read and write Hiragana and Katakana, and 
can have a basic conversation in Japanese, but know little about honorifics.
・适合能够读写平假名和片假名,并会简单日语会话,但不能礼貌会话的人。

レベル4 Level 4 等级4(JLPT N3) ：
・N3レベルの語彙・文法等の勉強を始めたい人のためのコースです。
・This course is for the people who wish learning vocabulary and grammar 

etc for JLPT N3.

・适合想开始学习N3级词汇,语法等的人。

全コースで就労のための履歴書の書き方や、面接の練習もできます。
All courses have some carrier planning lectures
(how to write your resume and practice for a job interview) in the curriculum.

所有课程都有职业训练课。(学习写简历·练习面试等)

コース説明 / 课程介绍 / Course Level

※研修開始前にレベルチェックテストがあります。レベルチェックテスト結果によっては受講で
きない場合もあります。

※所有学员都须参加日语水平测验。
根据日语水平测验的结果，有不能参加本次课程的可能性。
※ Applicants will have placement test before the start of the course.

Applicants might not be qualified in their desired course based on the result of the placement 

tests.

＜対象＞
• 安定的な就労を目指す方
• 在留資格が「日本人の配偶者等」、「永住者」、「永住者の配偶者等」、
「定住者」、である１６歳以上の方
※申込者が少ないクラスでは、開講を中止することもあります
※クラスレベルは予定であり、変わる場合があります。
＜対象＞
• 寻求稳定就业的求职者
• 16岁以上，在留资格为「日本人的配偶者者等」、「永住者」、「永住者的配偶者等」、「定住者」
※报名人数过少时，有取消开课的可能性
※报名的课程级别只是暂定，可能有变动
Applicants must be:

• Highly motivated to find stable jobs.

• 16 years old or over, and have VISA status of “Spouse or Child of Japanese National,” “Permanent

resident,” “Spouse or Child of Permanent Resident” or “Long Term Resident.”

※The course might be cancelled due to lack of applicants..

※The level of the course might be changed to fit the proficiency of applicants.


