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JOA四街道講習センター

外国人技能実習制度改正に伴い、来日する技

能実習生の質の向上を求めるニーズがますま

す高まっています。当校では日本語の教育だけ

でなく、監理団体様それぞれのリクエストに応

えて、職場で即戦力になれるよう、日々の教育

事業に努めて参ります。

技能実習生のための日本語教育

日本語学校・国際救援センター・海外での指導等、経験豊富な日本語教師による

技能実習生に特化した日本語教育を実施ししています。

警察・消防講習

国または地方公共団体からの支援をいただき、警察による交通防犯教育や消防防災訓

練を行っています。

管理体制

生活指導員が 24時間常駐しているため、深夜のトラブルにも対応できます。

施設設備

Wi-Fiを完備しているため、インターネットの使用が可能です。

実績

前身の「JOA大網講習センター」が 2014年 10月に設立されてから、延べ 2000人以

上の実習生が当校で勉強しています。



JOA四街道講習センター

【運営団体】

公益社団法人 JAPAN of ASIA
〒284-0043 千葉県四街道市めいわ 5-14-9
TEL/FAX：043-235-5571

周辺状況

MEGAドン・キホーテ 徒歩 10分

めいわ郵便局 徒歩 2分

セブンイレブン 徒歩 5分

施設概要

総部屋数 28部屋

講堂 2室、食堂 1室（調理場）

宿泊用部屋数 21部屋

男性寮 14部屋

女性寮 7部屋

（各部屋 5～6名、二段ベッド 2基）1部屋 13畳

事務所 1部屋

予備部屋 1部屋

管理人室 1部屋

多目的室 1部屋

シャワールーム（男女別、浴槽あり）

洗濯場（洗濯機 6機）

アクセス

めいわ郵便局のある坂を上がったところ、

左手に見える建物です

JOA四街道講習センター

〒284-0043 千葉県四街道市めいわ 5-14-9

TEL/FAX：043-235-5571

四街道駅から車にて 10分

東関道 四街道インターから車にて 10分

京葉道路 貝塚インターから車にて 20分

成田空港から車にて 30分

東京駅から電車にて 50分



施設内図面
JOA四街道講習センター

A棟：職員室・女子寮

Ｃ棟：男子寮

Ｂ棟：教室・食堂・男子寮



JOA四街道講習センター

教室兼食堂 厨房

男子寮玄関 個室

洗濯場 浴室



心得 10か条
JOA四街道講習センター

１．へんじ

おおきい こえで へんじ します

２．あいさつ

あいさつは じぶんから さきに します

３．たいど

うでや あしを くんでは いけません

はなすときは かおを みます

４．じかん

ちこくしないで ください

５．うそ

うそを ついては いけません

わからないとき「わかりました」と いっては いけません

６．ほうこく

おわったときや はじめるときは ほうこくします

７．れんらく

れんらくは よく ききます

８．そうだん

しんぱいな ときは すぐに そうだんします

９．かくにん

まちがえない ように かくにん します

１０．かんしゃ

いつも「ありがとうございます」の きもちを わすれないで ください



授業のご紹介

JOA四街道講習センター

日本語学習 グループ学習 集会の風景

掃除指導 消防訓練 文化体験 習字

月 火 水 木 金 土・日

１限目 生活指導

（身だしなみチェック・布団の畳み方・部屋の整理整頓・掃除の確認など）

休日

２限目 日本語学習

（自己紹介）

日本語学習

（指示を聞いて

行動する）

生活安全/

防犯教育

（四街道警察署

による講義）

生活ルール

学習

（ゴミ分別の

マナー）

日本語学習

（仕事のミスを

謝罪する）
３限目

４限目

昼休み

５限目 日本語学習

（名前・国・会社名

を書く/言う）

日本語学習

（指示が分からな

いときに聞き返す

/確認する）

体験学習

（ボランティア団

体による文化体

験）

日本語学習

（現場で見る

標識の理解）

日本語学習

（火事/事故など

緊急事態を報告

する）

６限目

７限目

８限目 掃除指導



実習生の一日

JOA四街道講習センター

6：00～

起床・各自部屋の整頓 ： 布団の端を揃えて畳む、床の上に物を置かないなど

細かいところまでチェックします。

6：30～

共用部分の掃除

7：00～

朝食 : ３食とも当番制で実習生が作ります。

8：00～11：50

午前授業

12：00～13：00

昼食 ： 皆で一斉に食べます。

13：00～16：50

午後授業

17：00～18：00

買い物 ： 食事当番ごとに自分たちで食材の買い出しをします。

夕食の準備

19：00～20：00

夕食

20：00～

自由時間

22：00

消灯



活動のご紹介

JOA四街道講習センター

~買い物実習～

実際に食材等の買い出しを自分たちで行うことで、日本での買い物の

仕方を実践的に学びます。また座学では、商品にべたべた触らない、値

引きをしないなど、日本でタブーとされていることも併せて指導します。

～自炊～

朝、昼、晩とも食事はすべて自分たちで作ります。当番制で、さま

ざまな国の実習生が同じ食事を作り、一緒に食べています。皆で協力し

ながら、日本で手に入る食材を上手く使い、健康的な食事を作っていま

す。

～ゴミの分別指導～

日本各地でゴミの分別法はさまざまですが、当講習センターでは、あえ

て厳しい分別を指導しています。国によっては分別という概念がないとこ

ろもありますので、日常生活から徹底させます。分別が出来ていないと判

明した場合は連帯責任となりますので、実習生同士が互いにチェックし合

う環境が整っています。最終的に分別の知識を得ることはもちろんですが、

衛生面に気を遣う日本人の精神を理解できるようになることが重要だと考

えています。

～掃除指導～

５S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）の精神

を重視し、日本人の視点での正しい掃除を指導

します。ただ漠然と掃除をするだけでは良しとせず、

ひとつひとつ持ち上げて拭く、90度に置くなど、細かい

部分までチェックします。

「きれいな状態を維持する」大切さ、５Ｓの精神を

日常から習慣づけます。

ゴミ箱も定期的に洗います→



JOA四街道講習センター

～地域住民との交流～

定期的に地域のボランティア団体が訪問し、日本料理教室などを開

催しています。日本文化に触れたり、一般の日本人とコミュニケーシ

ョンがとれる貴重な機会です。皆自国や講習センターで覚えた日本語

を積極的に使い、交流を楽しんでいます。

←この日は牛丼を作りました

～失踪防止対策～

昨今技能実習生の失踪が大きな問題となっております。目先の利益や甘

い言葉に惑わされてしまうことが大きな要因の一つです。当講習センター

では、失踪することで自分自身がどのような不利益を被るのかをしっかり

理解させ、甘い言葉や目先の利益に惑わされないよう対策に努めています。

JITCOの教材などを使用し、失踪についての正しい知識を指導します→

～安全・危険防止教育～

危険を知らせる言葉や文法等の日本語教育と、業種別に JITCOの

教材を使用した、より詳細な危険防止指導を併せて行っております。

実習生自身の安全に対する意識を高め、実習先での事故防止の一助

となればと考えております。

～レクリエーション活動～

たこやき作りや書道、近所の公園での野外活動

など、1カ月の間でより多く日本の文化や環境に肌

で触れられるよう、さまざまなレクリエーション

活動を企画しております。実習生にとっては勉強の

合間のリフレッシュとなり、メリハリのある講習を

行うことができます。



ご利用案内

JOA四街道講習センター

各種事務手続きについて（事務手数料は、実費でかかる費用以外に頂戴しておりません）

１．国民健康保険

入国日に転入届の処理を行うと同時に、国民健康保険の加入の手続きを行わせて頂きます。

よって 1か月分の保険料が発生し、納付書は配属後転出先の住所に郵送されます。

（月末入国の場合は 2か月分の保険料が発生します）

２．国民年金

入国時点で成人している実習生についてはこちらで保険料免除申請を行わせていただきます。

これにより年金手帳が交付されますので、配属時に作成済みの「厚生年金保険被保険者ローマ字氏

名届」と併せてお渡し致します。

３．マイナンバー通知カード

転入届を役所に提出と同時にマイナンバー交付手続きが始まります。

通常 1か月の講習期間中に受け取ることができるため、配属時にお渡し致します。

４．健康診断

送迎、付き添い、通訳対応をさせていただきます。

通常の健康診断には血液型健診が入っておりませんので、必要な場合はあらかじめご連絡をお願い

致します。

雇い入れ時健康診断 費用

10,800円／人

５．印鑑

ご希望の場合はあらかじめご連絡ください。1点 1,000円（本体、ケース 8文字まで）で作成手続き

をさせていただきます。



JOA四街道講習センター

お渡し物について

入国時：以下 2点のデータを入国から 3日（土日祝挟む場合は 5日）以内にメールでお

送り致します。

①パスポートと在留カードのスキャンデータ

②個人票（作業着の採寸として身長・体重・ウエスト・頭周り・足サイズを記載）

※素人採寸・自己申告による作成ですので、あくまでご参考としてご利用ください。

配属時：以下の書類一式をファイルに入れてお渡し致します。

（役所手続きなどの関係で、配属時にご準備が間に合わない場合がございます。

その際は後日郵送にて送付させていただきますのでご了承ください。）

講習センター設備について

１．施設概要

総部屋数 28部屋、講堂 2室、食堂 1室（調理場）

宿泊用部屋数 21部屋

男性寮 14部屋

女性寮 7部屋

（各部屋 5～6名、二段ベッド 2基）1部屋 13畳

事務所 1部屋

予備部屋 1部屋

管理人室 1部屋

多目的室 1部屋

シャワールーム（男女別、浴槽あり）

洗濯場（洗濯機 6機）

（例）

転出証明書・個人票・マイナンバー通知カード・修了証・講習記録

年金書類・法的、警察、消防書類

雇い入れ時健康診断結果・セブン銀行書類・手当受領書

扶養証明など送り出し機関からの書類

※上記４点については管理団体様によってお渡しがない場合があります。



JOA四街道講習センター

２．インターネット環境

各棟にWi－Fiを完備しておりますので、実習生はインターネットを利用した

り家族と連絡を取ることができます。

３．管理体制

管理人が 24時間常駐しておりますので、深夜のトラブルにも対応可能です。

実習生の準備物について

布団、食器等の備品についてはこちらで準備しておりますので、それ以外の個人の身

の回りの物はご準備をお願い致します。（例：歯ブラシ・歯磨き粉・洗髪料など）

また特に寒い季節に入国をされる場合は、防寒具の持ち込みをご指導ください。

また、以下の物を母国から持ち込むようご指導ください。

①筆記用具（ボールペン・鉛筆・シャーペン・消しゴム・ノートなど）

②辞書：現地で使用していたり、すでにお持ちの場合は持ってくるようお伝えください。

③スニーカーなどの靴：弊講習センターではサンダルでの外出を認めておりません。

④スリッパ：衛生面の観点から、室内での着用を義務付けております。

※母国での入手が難しい場合は、入校後に実習生自身で購入していただきます。

100円均一ショップでの購入が可能です。

実習生の生活について

１．食事

食材、調味料費として 20,000円を生活手当より徴収致します。（2017/06/01現在）

弊講習センターでは、買い出し、調理など食事に関わるすべてを実習生自身で行い、国

地域関係なく、実習生全員が同じ料理を食べます。宗教、アレルギー等により共同の食

事が難しい場合は事前にお伝えください。

また、母国からの食品のお持ち込みは、実習生本人のスーツケースで保管できる調味

料等の乾燥物のみとしております。冷凍、冷蔵庫の個人使用はできません。トラブル防

止のためご理解ご協力をお願い致します。



JOA四街道講習センター

２．買い物

徒歩 10分ほどの場所にMEGAドンキホーテがあり、日常生活で必要なすべてのものを

揃えることができます。ですが弊講習センターでは外出に制限を設けており、いつでも

自由に買い物に行けるわけではありません。必要だと思われるものは、できる限り自国

で揃えてくるようお伝えをお願い致します。

３．貸出品

以下のものを講習センターより貸出し、講習修了時に回収いたします。

①講習センター専用ポロシャツ 1着：企業様訪問などの場合の正装として使用する他

個人の自由でお使いいただけます。

②A4サイズのトートバック 1点：授業道具の持ち運び用として使用いたします。

教育について

１．教材

語学教育として「新しい実践日本語」「わくわく文法リスニング９９」を使用しております。適宜

教材を配布いたしますので、教材費は頂戴しておりません。

また「日本語はじめの力だめし」「日本語運用力確認シート」を利用し、必要に応じて実習生の実

力を確認します。

配属先企業様にて必要になる専門用語等ございましたらご相談ください。

２．母国での学習

スムーズな授業移行のため、

①母国での使用教科書 ②どのような内容をどの程度学んだのか

以上 2点を教えていただけますと大変助かります。ご協力いただきますようお願い申し

上げます。
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その他

１．講習期間中の通院について

感染症早期予防のため、病気が疑われた場合は弊講習センターの判断にて病院へ連れ

て行きます。あらかじめご了承ください。診察費は実習生自身が生活手当より支払いま

す。突発的な病気や怪我については、通院の際の付き添い、通訳の手数料は特にいただ

いておりませんが、母国での持病などにより定期的な通院を要する場合は、職員同行代

として費用を請求させていただく場合がございます。その際は事前に監理団体様へご相談さ

せていただきます。

２．手当の代理払いについて

通常の場合、入国時に監理団体様から実習生に講習中の生活手当を手渡されております。

代理払いといいますのは、この手渡す手当を事前にお振込みいただき、こちらで現金を

実習生に手渡すというものです。入国時に監理団体様からのお振込みが確認できていない場

合、確認でき次第お渡しさせていただきます。講習手当の受領書もご用意しております。

３．友人等に送る荷物について

母国より頼まれて荷物を持ち込む方が多く見受けられますが、講習期間中の荷物の送付は

一切禁止しております。本人が 1カ月でいなくなることから荷物の誤送や送り返された際の

対応が難しく、何より実習生自身に余計な出費がかかってしまいます。ご理解いただきます

ようお願い申し上げます。

４．企業様の訪問について

講習期間中に企業様の訪問のご予定がある場合は、お早めにお知らせいただきますよ

うお願い致します。

～その他ご質問、ご要望等ありましたら、お気軽にお問合せください～


