留学生ビジネス日本語能力養成研修
～留学生のためのビジネス日本語・キャリア教育～

募集要項【二次】
１

２

主
催
京都府・京都ジョブパーク（京の留学生支援センター）
（公益財団法人日本漢字能力検定協会（以下「漢検協会」という。）に委託）
研修概要
(1) 目 的
京都(日本)での就職を目指す留学生が、企業が求めるビジネス場面での日本語
によるコミュニケーション能力の向上をはじめ、日本企業の文化・習慣、ビジネ
スリテラシー・マナーを習得し、留学生の府内就労を促進します。
併せて、ＢＪＴビジネス日本語能力テスト（以下「ＢＪＴテスト」という。）
を受験し、Ｊ１レベル以上の取得を目指します。
(2) 期 間
受講決定後～12 月（就職相談は平成 31 年３月まで）
(3) 内 容：
① ＢＪＴテスト（研修前）を受験（ﾌﾟﾚｰｽﾒﾝﾄﾃｽﾄ）
※受講決定後～H30.8 末
ＢＪＴテストとは…（公財）日本漢字能力検定協会が行う試験です。
体験版
・
「ビジネス・コミュニケーション能力」を 800 点満点で採点します。
・試験項目：聴解問題，複合問題（聴解＋読解），読解問題の 80 問
・ＣＢＴ(Computer Based Testing)方式なので、受験後、すぐに成績が
交付されます。
・ＢＪＴのホームページ

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

② Ｗｅｂ教材によるｅ－ラーニング研修等（e-ﾗｰﾆﾝｸﾞ及びｽｸｰﾘﾝｸﾞ）
研修期間

項

受講決定後～

BJT ﾃｽﾄ受験

８月末まで

(ﾌﾟﾚｰｽﾒﾝﾄﾃｽﾄ)

受講決定後～

研修

問題の形式に慣れる、問題の傾向をつかむ

11 月末まで

確認テスト

理解度の確認

研修

得意・不得意箇所の補強、ペース配分をつかむ

確認テスト

理解度の確認

到達度テスト

受講後の到達度を知る

11 月の２週間

目

目

※H30.7～11

標

受講前の実力と問題を知る

BJT 模擬テスト 実力を知り、本試験の対策を考える

※研修期間中にスクーリング（対面講義）を実施（４回）
（e-ﾗｰﾆﾝｸﾞの効果的な取組方法、BJT ﾃｽﾄの傾向と対策、自身の得意･不得意の把握･克服等）
第 1 回:8/31(金)又は 9/1(土)、
第 2 回:9/7(金)又は 8(土)、
第 3 回:10/19(金)又は 20(土)、第 4 回:11/16(金)又は 17(土)
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③ キャリア教育（活躍基礎づくり講座）
日本企業文化・習慣、キャリア形成、
ﾋﾞｼﾞﾈｽﾘﾃﾗｼｰ、マナー等（２回）

○スクーリング（対面講義）の様子

第１回： 9/27(木)又は 28(金)
第２回：12/ 6(木)又は

7(金)

④ 企業・外国人材（元留学生）交流会
企業関係者や京都(日本)企業に勤務
する元留学生等との交流・相談
上記③と同時開催

⑤ ＢＪＴテスト（研修後）を受験

※H30.12

◆ＢＪＴテスト会場：烏丸御池テストセンター
〒604-8187 京都市中京区御池通東洞院東入笹屋町 436 永 和御池 ビル 10Ｆ
電話:075-253-5625
◆スクーリング、活躍基礎づくり講座、交流会会場（予定）：漢検 漢字博物館・図書館 漢字ミュージアム
〒605-0074 京都市東山区祇園町南側 551 番地
電話:075-757-8686

FAX:075-531-0340

※そのほか、研修の前・後に、京都ジョブパーク（京の留学生支援センター）にお
いて、留学生専任カウンセラーによる就職に関する個別相談（研修前・後に各１回）
※1 回目(研修前):受講決定後～H30.7 末、2 回目(研修後):H31.1～3
◆京都ジョブパーク 京の留学生支援センター ◆
〒601-8047 京都市南区東九条下殿田町 70（新町通九条下ル） 京都テルサ西館３Ｆ
電話:075-682-8916

３

４

５

月～金 9:00～19:00

土 9:00～17:00

E-mail:
募集人数
〒605-0074 京都市中京区御池通東洞院東入笹屋町 436
200 名電話:075-253-5625 FAX:

永 和御ビ ル 10Ｆ

受 講 料
9,800 円
応募資格 ※下記の条件をすべて充たす留学生
① 都府内の大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校（専門課程）又は日本
語学校に在籍していること（短期・交換留学生は除く。）※下記②ただし書きの場合を除く。
ただし、日本語学校については、卒業(修了)「以下「卒業等」という。」した後、
京都(日本)で就職する予定の者に限る。
また、交換留学生については原則対象外であるが、（卒業等した後、）京都(日本)
での就職活動を行う予定の者については、個別に相談に応じること
②「留学」の在留資格を有していること
ただし、既に大学等を卒業等している、又は年度途中で卒業等する予定で、「特定
活動」の在留資格を有している、又は切り替える予定であって、卒業等した大学等
との関係が継続※している場合には、申込みは可能 ※相互に連絡がとれる状態をいう。
③卒業等した後、京都(日本)での就職を希望し、就職活動を行っている又は行う予定
であること
④京都ジョブパークに出向き、就職相談をすること ※２回(研修の始めと終わりに各 1 回)
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⑤日本語能力試験（JLPT）Ｎ２レベル程度の日本語能力を有していること
※

日本語能力試験Ｎ２レベルとは、「日常的な場面で使われる日本語の理解に加え、より幅

広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる」レベルです。
日本語能力試験の受験歴のない留学生は、在籍している学校の推薦書で、その能力の証明に
代えますので、各学校の留学生担当窓口で相談してください。※JLPT の受験歴は問いません。

⑥府・漢検協会が実施するＢＪＴテストを受験すること※２回(研修の始めと終わりに各 1回)
⑦本研修のすべての講座を受講する意思があること
なお、研修期間中の対面講義（スクーリング４回及び活躍基礎づくり講座２回の計６回）
のうち、一時帰国等により、やむを得ず参加できない日があっても、申込みは可能
６

応募期間

平成 30 年６月 15 日（金）～７月 31 日（火）※所属学校に御確認ください。

７

応募方法
別紙申込書に、必要事項を漏れなく記載の上、在籍している学校の留学生担当窓口
あて、又は、京都府国際課 企画・留学生担当※あて提出してください。※下記問合せ先

８

受講者決定
受講申込みの受付後、随時、所属している学校を通じて受講決定者を通知します。
（※応募者多数の場合は書類選考により決定）
なお、受講が決定した留学生に対しては、併せて、参加要領・マニュアル等を送
付します。

９

個人情報の取扱い
・受講申込時に登録していただいた氏名、生年月日、住所、電話番号、ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ、母
語等の個人情報について、次のとおり利用しますので、あらかじめ御了承ください。
・研修の実施のため、研修実施事業者（漢検協会及びその再委託事業者）に登録内容
を提供します。
・受講者の就職相談等のフォローのため、京都ジョブパーク（京の留学生支援センタ
ー）に登録内容を提供します。
・府又は京都ジョブパーク（京の留学生支援センター）から、留学生を対象とした就
職支援のイベント情報など、メール等でお知らせすることがあります。
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留意事項
・受講可能なインターネット環境（PC･ﾀﾌﾞﾚｯﾄ･ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ）があること
推奨 OS：Windows Vista/7/8,MacOSX10.5 以上
推奨ブラウザ：InternetExplorer 9,10,11,/Firefox 3.5 以上/Safari 5/Chrome
※各ブラウザ対応の最新版 FlashPlayer 及び音声再生機能が必要です。
その他：iOS 6,Android 2.3 以上対応のブラウザ
通信回線：インターネットに接続可能な高速回線が必要です。

・ＢＪＴ受験後の就職調査を実施すること
この研修は、留学生の就職を支援し、京都府への定着を促進するための事業です。
ＢＪＴのスコアを取得することで、就職活動にどのような効果があるのかを把握
する必要があることから、受講者の就職状況等について、事後調査を行うこととし
ておりますので、あらかじめ御了承ください。
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問合せ先
■ 京都府 国際課 企画・留学生担当 ■
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入藪ノ内町
電話:075-414-4312

FAX:075-414-4314

E-mail:kokusai@pref.kyoto.lg.jp
■ 京都ジョブパーク 京の留学生支援センター ■
〒601-8047 京都市南区東九条下殿田町 70（新町通九条下ル） 京都テルサ西館３Ｆ
電話:075-682-8916

月～金 9:00～19:00

土 9:00～17:00

＜研修スケジュール＞

７～８月

•受講決定通知（所属学校から受け取ってください）
•受講料支払（受講料請求に従って、受講料を振り込んでください）

（随時）

（随時）

•就職個別相談（１回目）（場所：京都ジョブパーク（京の留学生支援センター））
•BJTテスト（研修前）受験（１回目）（受講料入金確認後、受験案内が届きます）
•ｅ－ラーニング研修開始（各自パソコン・スマホ等で受講。11月末までに全講座
を終えるよう計画的に受講してください。）

８・９月

•スクーリング（対面授業）（１・２回目）（場所：漢字ミュージアム）
•活躍基礎づくり講座（キャリア教育）（１回目）（場所：漢字ミュージアム）
•交流会（活躍基礎づくり講座と同日・同会場にて実施）

７～８月

•スクーリング（対面授業）（３・４回目）（場所：漢字ミュージアム）
•ｅ－ラーニング研修終了
10・11月

12月以降

•活躍基礎づくり講座（キャリア教育）（２回目）（場所：漢字ミュージアム）
•交流会（活躍基礎づくり講座と同日・同会場にて実施）
•BJTテスト（研修後）受験（２回目）（12月中に受験してください。）
•就職個別相談（２回目）（場所：京都ジョブパーク）

○ｅ－ラーニング サンプル画面

○スクーリング（対面講義）の様子
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