
たいしょうしゃ

対象者 Đối tượng Target person

１
しごと さが

仕事を探しています Đang tìm việc I am looking for a job

２
りれきしょ めんせつ じゅんび

履歴書や面接の準備をしたいです Chuẩn bị hồ sơ và phỏng vấn
Preparing resumes and 
interviews

３
ざいりゅう しかく そうだん

在留資格の相談をしたいです Tư vấn về tư cách cư trú
Consultation on status 
of residence

４
にほん ご じょうず

日本語がもっと上手になりたいです Muốn giỏi tiếng nhật
I want to be good at 
Japanese

５
にほんご のうりょく しけん ごうかく

日本語能力試験に合格したいで
す

Muốn đỗ kỳ thi năng lực

tiếng Nhật

I want to pass the 
Japanese test

こ ろ な う い る す えいきょう し ごと こま がいこくじん

コロナウイルスの影響で仕事に困っている外国人ために、
むりょう そうだん う にほん ご べんきょう

無料で相談を受けています。日本語の勉強もできます。

し ごと さが がい こく じん たす む りょう

仕事を 探している外国人を 助けます。（無料）
Giúp đỡ người nước ngoài tìm việc. (miễn phí)

Help foreigners looking for a job. (free)

For foreigners who are having trouble working due to the influence of the COVID-19, 
we receive free consultation. You can also study Japanese.

Đối với những người nước ngoài gặp khó 

khăn trong công việc do ảnh hưởng của virus 

COVID-19, chúng tôi nhận tư vấn miễn phí. 

Bạn cũng có thể học tiếng Nhật.

かぶしきがいしゃ ぐ ろ ー ば る き ゃ り あ けんきゅうしょ

株式会社グローバルキャリア研究所
〒720-0066
広島県福山市三之丸町4-15 是金ビル2F･3F
営業時間：月~金 10：00～19：00

（電話予約の受付時間は17：00まで）
TEL（084）982-6251
FAX（084）982-5330
https://www.global-career.co.jp/

←広島 JR福山駅 岡山→

★グローバルキャリア
研究所（３Ｆ）

セブンイレブン
福山駅前店

★

★
セブンイレブン
ＪＲ福山駅南口店

★
福山ニュー
キャッスルホテル

FB
QR

れんらくさき
Tiếp xúc
Contact



たす ないよう

助ける内容
Nội dung có thể

giúp bạn

What you can 
talk about

１

せんもん か しごと さが

専門家があなたの仕事探し
たす

を助けます

Các chuyên gia sẽ giúp bạn 
tìm được việc làm

Experts will help you find 
a job

２

せんもん か ざいりゅう しかく

専門家が在留資格のアドバイス
をします

Các chuyên gia sẽ đưa ra lời 
khuyên về tư cách cư trú

Experts will give you 
advice on your status of 
residence

３

とくてい ぎのう ひょうか しけん ごうかく

特定技能評価試験の合格を助
けます

Giúp bạn đỗ kỳ thi năng lực
tiếng Nhậy

Helps you pass the 
specific skill evaluation 
test

４

にほん ご がくしゅう むりょう つか

日本語学習アプリが無料で使え
ます（N4～N2 日本語
のうりょく しけん たいさく ちょうかい かいわ

能力試験対策/聴解・会話）

Bạn có thể sử dụng ứng dụng
học tiếng Nhật miễn phí (Các
biện pháp kiểm tra tiếng Nhật
/ nghe hiểu / hội thoại)

You can use the 
Japanese learning app 
for free (Japanese test 
measures / listening 
comprehension / conversation)

５

にほん ご きょうし にほん ご がくしゅう

日本語教師が日本語学習のア
ドバイスをします

Giáo viên tiếng Nhật sẽ cho
bạn lời khuyên về việc học
tiếng Nhật

Japanese teacher will 
give you advice on 
learning Japanese

【当事業の実施期間】：2020年11月～2021年9月まで
【休眠預金及び当事業の支援団体についてはこちらを参照ください】
一般財団法人日本民間公益活動連携機構(JANPIA) ⇒ https://www.janpia.or.jp/
中国 5 県休眠預金等活用コンソーシアム ⇒ https://kyumin-chu5.npoc.or.jp/
NPO法人ひろしまNPOセンター ⇒ http://npoc.or.jp/

予約QR
作成中

★来る前に予約（よやく）をしてください
Vui lòng hẹn ngày giờ khi đến
Please make a reservation before you come
★ベトナム語の通訳（つうやく）がいます

Có thông dịch tiếng Việt
※Please consult other languages

★在留（ざいりゅう）カードを持ってきてください
Vui lòng mang theo thẻ cư trú của bạn
Please bring your residence card

外国人の採用を検討している企業の皆様へ
この事業は「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」（休眠

預金等活用法）に基づく、中国5県新型コロナ対応緊急支援助成事業（NPOが支援する公益

事業）です。事業全体を運営する中国５県休眠預金等活用コンソーシアム（中国各県の主要な

NPO団体で組織）が、2020年度公募した『中国5県新型コロナ対応緊急支援助成～活動・団体

支援でコロナ禍を乗り越える～』において広島県で行う事業として、株式会社グローバルキャリア研究所

の提案が採択され、公益事業として運営しています。

外国人の採用を検討されている企業様は、求人票をお送りいただければ、

来談した外国人求職者に、貴社の求人内容を紹介することができます。
【注意事項】

★応募を希望する外国人がいても、在留資格の制限等で応募できない場合がありますので、

弊社から企業様に仕事内容等を問い合わせる場合があります。

★応募資格を満たし、希望する外国人がいた場合、弊社からその外国人にハローワークへの求職

登録を促します。選考はハローワークを通して進めるようお願いいたします。求人票の提出方法は、メールまたはFAXで。

メールアドレス：info☆global-career.co.jp（☆を＠にしてお送りください）FAX番号：084-982-5330
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