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はじめに

このガイドブックは、静岡県より平成 24 年度「外国人学校児童生徒進路相談事業」を受託して、ブ
ラジル学校の生徒向けに①進学パンフレットの作成、②進学ガイダンス、③ロールモデルの発掘

を

行ったものがベースになっています。
日本の学校にも外国をルーツとする子どもたちが多数在籍し、その子どもの多くが日本で進学、就
職、定住する時代になってきています。当センターでは 2004 年より「日本語を母語としない子ども
と保護者のための高校進学ガイダンス」の開催や、「高校進学ガイドブック

静岡県版」の作成を行

ってきましたが、10 年前は希少な存在だった「外国人高校生」も、今では 2 ケタ以上在籍する高校も
県西部では珍しくなくなってきています。
近年は、高校以降の進路選択について相談されることも増えました。一方で、高校に入学したもの
の、その先の見通しや目標がなかなか立てられず、中退してしまうというケースも多々あります。
そのため、情報がブラジルにやや偏ってはいますが、県事業で集めた静岡県における進学（大学・
短期大学・専門学校）、就職に関する進路情報を子どもたち当事者や、支援者など関係する方たちに
も提供できるように、まとめました。
資料編のインタビューには、日本育ちのブラジル人、また若くしてブラジルから来日して、単純労
働以外の仕事に就いている方のインタビューを掲載しました。肩書・所属は 2012 年度のものになり
ます。「いろいろな仕事」では、実際に外国ルーツの人が働いている職種や、ハローワークで求人の
多い職種などを選んで取り上げました。
日本で進路を選択するにあたって、外国人としてぶつかる壁は多々あると思いますが、多様な文化
的背景をもつ子ども・わかものが、日本、母国、あるいは世界でその才能を発揮、開花させていくこ
とを願ってやみません。この冊子が何らかの参考になれば幸いです。

浜松 NPO ネットワークセンター 事務局長 小林芽里
2013 年 4 月
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１．卒業後はどうする？
学校を卒業したら、どうするか考えていますか？

自分の可能性…☆
好きなこと、得意なことは？
将来どんな仕事をしてみたい？
その理由は？

卒業後はどこの国へ？

帰国して
進学したい

日本で働きたい

日本での経験を活かす、

どんな働き方がある？

日本語の資格は？

どんな仕事がある？

日本で進学したい

どんな準備がいる？
どれだけお金が必要？

別の国で
進学したい

どんな準備がいる？

P.13 進学・就職・

P.15 働き方のスタイル

P.5 日本の教育システム

P.13 進学・就職・

留学に役立つ資格

P.16 仕事を探す

P.6 日本の大学

留学に役立つ資格

P.21 先輩たちの体験談

P.11 奨学金

P.32 いろいろな仕事

P.18 教育相談

これはとても大事なことなので、家族や学校の先生とも相談して、よく考えてください。
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２．ブラジルと日本の学校制度の違い

ブラジル学校から日本の学校に行くには…
１）ブラジル学校の中学校から

日本の中学校

 15 歳未満であれば、転校することが出来ます。
15 歳以上の場合は、学校か教育委員会に問い合わせてください。

２）ブラジル学校の中学校

日本の高校

 静岡県では、外国人学校の中学校卒業生は、日本の高校受験資格はありません。
※神奈川県や東京都などでは受験資格がありますが、愛知、岐阜、三重ではありません。

 日本の高校を受けるには、「中学校卒業程度認定試験」に合格することが必要です。
 一部の通信制高校には受験資格があります。

３）ブラジル学校の高校

日本の大学・専門学校

 日本の文部科学省が指定した外国人学校の高校卒業生は、受験できます。
※文科省のサイト「我が国において、高等学校相当として指定した外国人学校一覧」を参照。

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shikaku/07111314/003.htm
 それ以外の学校の生徒は、「高等学校卒業程度認定試験」に合格することが必要です。
※大学によっては、個別の入学資格審査により、受験資格が認められることもあります。

 日本語のレベルは、日本語能力試験 N2 程度以上あることが望ましいです。
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３．中学・高校の卒業資格
１） 日本の資格
① 中学校卒業程度認定試験
この試験に合格した人は、日本の高等学校の入学資格が与えられます。
毎年、8 月下旬～9 月上旬頃に出願して、11 月頃に静岡市（各県の県庁所在地）で試験があります。
科目は、国語・社会・数学・理科・英語の 5 教科。試験時間は、各 40 分。
内容は、日本の中学校で習うものと同じ。過去の問題は、Web で公開されています。
www.mext.go.jp/a_menu/shotou/sotugyo/1263187.htm
日本国籍をもたない人や、日本国籍でも 2 年以上継続して外国に住んでいて、帰国 3 年以内の人は、
申請すると「ふりがな付き問題冊子」の使用ができます。
また、日本語能力試験 N2（2 級）以上の人は国語が、英検 3 級以上などに合格していれば英語が
免除されます。
＜願書の入手方法＞
・静岡県教育委員会 学校教育課 特別支援教育推進室 Tel：054-221-2090
・各市町の教育委員会 にお問い合わせください。

② 高等学校卒業程度認定試験
この試験に合格した人は、日本の大学・短大・専門学校の受験資格が与えられます。また、就職、
資格試験等に活用することができます。
試験は、4 月頃に出願して 8 月に試験、9 月頃に出願して 12 月に試験の 2 回チャンスがあります。
科目は、国語、数学、英語に加え、地理歴史２科目、公民１～2 科目、理科 2 科目の、計 8～９科目の
合格が必要です。受験料は、科目数によって 4,500 円～8,500 円かかります。
これも各種検定試験で科目の免除があります。
日本の高校を中退した場合は、すでに履修した科目については免除されることがあります。
参考：文部科学省サイト www.mext.go.jp/a_menu/koutou/shiken/

③ 準備教育課程
大学に入るまでの学校教育（初等および中等教育）が 12 年に満たない場合、文部科学省が指定した
「準備教育課程」で学ぶ必要があります。
静岡県では、静岡市の 2 カ所で学べます。
学校名

住所

TEL

国際ことば学院日本語学校

静岡市駿河区八幡 3-2-28

054-284-8383

静岡日本語教育センター

静岡市葵区横田町 11-6

054-251-5211
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２）ブラジルの資格
① ENCCEJA
中学校卒業程度、高等学校卒業程度国内認定試験。誰でも参加できます。
この試験はやむを得ない理由により、学年のあった年齢に卒業することが出来なかった若者や大人
向けの学力試験です。年１回、無料で受けられます。
試験を受けられる条件は、中卒の場合は試験日まで 15 歳であること。高卒の場合は試験日まで
18 歳であること。日本に住むブラジル人は、太田市、浜松市、名古屋市で試験を受けられます:。
インターネットで申し込みます。詳しくは http://encceja.inep.gov.br/encceja-no-exterior

② 通信スプレチーボ
やむを得ない理由によって中学校、高校を卒業出来なかった若者や大人向けです。勉強できる時間
や学ぶペースを自分で調整し勉強します。1 学年の教科を勉強するのに最低 6 カ月以上かかります。
勉強を経て、テストに合格すれば、卒業証明書が発行されます。
学校を選ぶ大事なポイントは、その学校が MEC（ブラジル教育省）の認可を受けているかどうかで
す。

③ 夜間スプレチーボ
仕事をしながら卒業したい方向けです。1 学年を終えるのに 6 カ月かかります。勉強は大体毎日
3 時間、先生に直接質問できるので、１人で勉強することが苦手な方に向いています。

４．日本の教育システム
小学校から中学校までの 9 年間は義務教育で、落第（留年）はありません。
1 学年は 4 月に始まって 3 月に終了します。基本的に子どもの年齢によって、学年が決まります。
4 月 1 日の時点で 6 歳ならば、小学 1 年生に入ります。
小学校や中学校は、通常、住んでいる地域によって、行く学校が決められています。
高等学校（高校）は、学校を選ぶことができますが、入学試験に合格しないといけません。
日本人の高校の進学率は 95％以上で、大学・短大・専門学校への進学率は約 80％です。
中卒よりも高卒、高卒よりも大卒の方が、仕事や資格の選択肢は広がります。

■ 静岡県の高校進学ガイドブック
外国人向けの 6 言語ガイドブックは Web からダウンロードできます。日本語（ルビつき）、ポルト
ガル語、スペイン語、英語、タガログ語、中国語があります。

http://guidebook.n-pocket.com/

■ 外国人対象の高等進学ガイダンス
富士市、富士宮市、静岡市、浜松市では、年 1 回、外国人のための「高校進学ガイダンス」が開か
れています。高校の詳しい説明や、先輩の話を聞くことができます。
問合せ：富士市国際交流ラウンジ 0545-64-6400
富士宮市国際交流協会 0544-22-1486
静岡市国際交流協会 054-273-5931
浜松 NPO ネットワークセンター 053-445-3717
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５．日本の大学
大学では、幅広い教養を授けるとともに、様々な分野の専門的な教育研究
を行って、学術的・理論的な知識と柔軟な思考力を備えた人を育成します。
ゼミ活動、研究活動、サークル活動など、自分の興味や関心を伸ばす機会
が数多く得られます。
大学の課程は通常 4 年です。医学部、歯学部、薬学部、獣医学科は 6 年か
かります。さらに高度な専門性を極めたい人は、大学院に進学します。大学院は、通常は修士課程が
2 年、博士課程が 3 年以上です。
2010 年現在で、全国の国立大学は 86 校、公立大学は 95 校、私立大学は 597 校あります。

１）入試の方法と費用
全国共通でマークシート式の「センター試験」、大学ごとに行う「個別試験」の他、面接や小論文
が中心の「推薦入試」「AO 入試」などがあります。

☆センター試験とは
基礎的な学力を調べるためのマークシート式テストです。
全国の大学 513 校、短期大学の 161 校が入試に利用しています。
＜費用：３教科以上 18,000 円／２教科以下 12,000 円＞
＜受験科目＞
国語
外国語
地理歴史
公民
数学
理科

1 教科のみ
「英語」「ドイツ語」「フランス語」「中国語」「韓国語」から 1 つ選択
「世界史 A」「世界史 B」「日本史 A」「日本史 B」「地理 A」「地理 B」から
1 つ選択
「現代社会」「倫理」「政治・経済」から１つ選択
①「数学Ⅰ」「数学Ⅰ・A」から

②「数学Ⅱ」「数学Ⅱ・B」「工業数理基礎」

１つ選択

「簿記・会計」「情報関係基礎」から１つ選択

①「理科総合 B」「生物Ⅰ」 ②「理科総合 A」「化学Ⅰ」 ③ 「 物 理 Ⅰ 」 「 地 学 Ⅰ 」
から１つ選択

から１つ選択

から１つ選択

☆推薦入試とは
早期に合格を確保でき、一般入試に比べて面接重視の試験なので、人間性をアピールできる入試で
す。学力だけでなく、学校生活（生徒会や部活動など）も評価対象になるため、普段の真面目な生活
態度や努力の積み重ねが評価してもらえます。大きく分けて「指定校制」と「公募制」があります。
指定校制：私立･公立大学が特定の高校を指定して実施。
学業や部活の成績によって評価され校内選考が行われます。
公募制：大学ごとの出願資格を満たし、高校からの推薦書があれば受験できます。
評定平均値に基準があることが多い。
ほかに、スポーツや文化活動が評価される＜公募制特別推薦＞もあります。
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応募基準：評定平均値の平均 4.0 以上
選考方法：書類選考・面接・小論文など

☆AO 入試とは
AO 入試とは「アドミッション・オフィス入試」の略。成績に加え、部活動の成績やボランティア活
動の履歴、個人的な活動（伝統芸能の継承や芸術活動、芸能活動など）を出願時に願書等に記述する
などして申告でき、それが合否の判断材料としても使われます。
他の入学試験と比較して長い準備期間を要することが多く、一般入試との併願はあまりされません。
推薦入試と共通点が多いですが、「大学が欲しい学生を選抜する」ため、AO 入試では意欲や熱意を大
学に強くアピールする必要があります。センター試験受験の必要はありません。
主な選考方法：面接・小論文（大学によって様々）

★国公立大学の入試
センター試験を受験後、志望する大学に出願し、各大学の個別試験（二次試験）を受験します。
センター入試は、大学によってそれぞれ必須科目と選択科目があります。二次試験も、ある大学と
ない大学があります。合否は、センター試験と 2 次試験の総合点で判定されます。
二次試験は、各大学が前期日程、後期日程の 2 日程に分けて入試選抜を行います。日程ごとに出願
校を変えることも、同じ大学を続けて受けることも可能です。一部の公立大には中期日程があるので、
最大３回の受験チャンスがあります。
しかし、最近は「前期のみ」の大学･学部が多く、志望大のシステムを確認することが必要です。
＜費用：二次試験 １校につき平均 17,000 円＞

★私立大学の入試
「推薦入試」「AO 入試」の他に、以下のような一般入試で選抜します。
１）大学独自の問題で行う個別試験
２）センター試験
３）センター試験＋個別試験
＜費用：一般入試 １校につき平均 35,000 円＞



模擬試験
予備校では年数回、入試の「模擬試験」が行われ、受験生が自分の学力レベルや合格可能性を知

ることができます。書店で売られている過去問題集などを見ておきましょう。



オープンキャンパス

大学・専門学校では、「オープンキャンパス」という学校見学や進学相談ができる機会があります。
それぞれの学校の詳しい内容を知るチャンスです。
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２）受験スケジュール ＜国公立大学＞
推薦入試

一般入試

センター試験あり

6月

センター試験なし

選抜要項発表

7月
8月
9月
10 月

上旬：センター試験受験案内配布
上旬～中旬：センター試験出願手続き

11 月

出願（締め切りは大学によって異なる）

12 月
1月
中旬：センター試験受験
センター試験自己採点
下旬：合格発表

下旬～2 月上旬：個別試験出願願

2月

第一段階選抜（センター試験
で選抜）結果発表
前期日程：2 月中旬

中旬：合格発表

中期日程：2 月中旬～下旬
後期日程：2 月下旬
二次試験
前期日程：2 月下旬

3月

中期日程：3 月上旬～中旬
後期日程：3 月中旬
合格発表
前期日程：3 月上旬
中期日程：3 月中旬～下旬
後期日程：3 月中旬～下旬
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３）受験スケジュール ＜私立大学＞
センター試験利用
一般入試(個別試験)
センター試験のみ

6月

推薦入試

センター試験
＋
個別試験

募集要項が出始める

7月
8月
9月

上旬から：センター試験受験案内配布

10 月

校内選抜を実施する
場合もあり

上旬：センター試験出願

11 月

出願
入学試験
合格発表

12 月

出願（前期：センター試験前に出願締め
切りがある大学・学部の場合）

1月
12 月下旬～2 月：
出願
中旬：センター試験

（一部の大学では、
2 月以降に出願でき
る場合もある。）

2月

3月

自己採点

出願（後期：センター試験の結果を見て出
願できる大学・学部の場合）

2 月～3 月：
個別試験・合格発表

2 月中旬：
合格発表（前期）
3 月中旬：
合格発表（後期）

2 月～3 月：
個別入試
合格発表

◆ 想定されていない？在住外国人
大学に「在住外国人の学生数」や「ブラジル学校卒業生の入学資格」を問い合わせたところ、
留学生と混同されてしまったり、ブラジル学校の存在を全く知らなかったりしました。
日本国内で育ち、進学している「外国ルーツとする子ども・わかもの」の大学生も少しずつ
増えてはいますが、その存在がまだまだ想定されていないことを感じました。
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４）入学 1 年目にかかる平均費用
区分

年間授業料(円)

入学料(円)

合計(円)
※施設設備費等を含む。

国立大学

535,800

282,000

817,800

公立大学

536,632

402,000

939,352

141,000 ★

699,130 ★

私立大学（文系）

742,189

252,307

1,155,318 ※

私立大学（理系）

1,041,643

268,709

1,501,833 ※

私立大学（医歯系）

2,982,058

1,024,762

4,892,648 ※
★県内の在住者

社会人向けの夜間コースがある大学（静岡大学人文社会科学部）では、コー
スの授業料・入学料は半額になります。
経済的に厳しい人に対しては「奨学金制度」、成績が優秀な人には、学費の
一部や全額が免除される「特待生制度」もあります。

６．日本の短期大学・専門学校
１）短期大学
短期大学（短大）は、幅広い教養だけでなく、職業や実際の生活に役立つ能力も育成する教育機関
です。大学の半分の期間で学ぶので、学生生活は忙しくなりがちです。短期集中で資格を取得し、卒
業と同時にその資格を活かして活躍したい人に向いています。
現在、短大は少なくなり、進学する人は高等教育の約 4％です。短大は通常 2 年で、医療系は 3 年
です。卒業後に大学に編入する人が増えています。

２）専門学校
職業教育を行う高等教育機関で、特定の職業に必要とされる技術と知識、資格を身につけるための
カリキュラムが用意されています。卒業後は即戦力として働ける能力を身に付けるため、実習が多く
「身体で覚えること」が重視されています。仕事に結び付く技能・知識を短期間で習得します。
専門学校は通常 2 年で、医療系は 3～4 年です。卒業後、大学に編入できる学校もあります。

３）入学 1 年目にかかる平均費用
区分

年間授業料(円)

入学料(円)

合計(円)
※施設設備費等を含む。

公立短期大学

390,000

84,600

387,253～522,253

私立短期大学

692,500

250,700

1,220,000～1,500,000

専門学校

691,000

183,000

803,000～1,754,000
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※

7．奨学金制度
経済的理由のために修学が難しい生徒に対して、学費や生活費の支援をする制度です。
奨学金には大きく 2 種類あり、返さなければいけない「貸与」と、返す必要のない「給付」があり
ます。独自の奨学金制度がある大学・短大・専門学校もあります。代表的なものを紹介します。



奨学金の例：＜国内奨学金

第一種奨学金/第二種奨学金＞

団体名：日本学生支援機構
資格条件：第一種・第二種ともに、進学を希望し、次のいずれかに該当する人。
(1) 入学を希望する年の 3 月末に、高等学校又は専修学校（高等課程）を卒業する予定の人。
(2) 高等学校又は専修学校（高等課程）を卒業後 2 年以内の人で、大学・短期大学・専修学校に入
学したことのない人。
(3) 高等学校卒業程度認定試験もしくは大学入学資格検定に合格した人（大学等へ入学したことがあ
る人は除く）、科目合格者で機構の定める基準に該当する人、又は出願者。
※この他に学力基準、家計基準があります。 HP：www.jasso.go.jp/
学種

貸与/給付

大学／短大／専門学校



金額(円)

貸与(第一種奨学金/無利息)

30,000～60,000/月

貸与(第二種奨学金/利息付)

30,000～120,000/月

地方公共団体の例：＜浜松市奨学金＞
団体名：浜松市教育委員会

教育総務課

問い合わせ：053-457-2406

資格条件：浜松市に住所がある者の子等で、人物及び学業成績が優秀、かつ経済的理由によって就
学が困難で、他の奨学金を受けていない者。
HP：www.city.hamamatsuszo.ed.jp/shikyoi/
学種

給付/貸与

金額(円)

大学／短大／
専門学校

貸与

45,000/月

人数
計 50 名

期間

その他

正規の
修業期間

貸与年数の倍の期間内に、
年または半年ごとに返済

※県内には、浜松市以外にも奨学金制度がある市・町があります。
静岡市/三島市/熱海市/伊東市/御殿場市/伊豆市/御前崎市/東伊豆町/小山町/川根本町/湖西市



民間企業の例：＜大学奨学金＞
団体名：公共財団法人 スズキ教育文化財団

問い合わせ：053-447-8222

資格条件：静岡県内の高校を卒業した大学生で、向学心が強く、成績、人物ともに優秀で、経済的
理由により就学に専念できない者。
HP：www.suzukiecfound.com
学種

給付/貸与

金額(円)

人数

期間

大学

給付

50,000/月

3名

4年
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その他
他の奨学制度と重複受給はできない

8．特待生・給費生制度
入学試験や在学中の成績優秀な生徒に対して、学費の一部や全額が免除される制度です。
特待生に選ばれても、授業態度や成績、在学中の不祥事などにより、資格が取り消されることもあ
ります。他の奨学金制度と併せて申請できない場合もあります。以下は一例です。



専門学校の例：＜辻村和服専門学校

特待生制度＞

内容：授業料の半額免除
1 年ごとに申請手続きが必要。2 年目以降に自己推薦で特待生としての審査受験可能。
資格条件：学習に意欲があり、学業を確実に修了できる見込みのある人。
選考方法：書類審査、筆記試験（一般教養）、面接、実技試験



大学の例：＜浜松学院大学

外国籍の学生対象の特別修学支援＞

内容：授業料の半額免除（年額 320,000 円）または全額免除（年額 640,000 円）を 2 年間
3 年次以降は、1・2 年次の成績により選考。
資格条件：保護者の前年所得が 340 万未満（給与収入 500 万円未満）であること。
人物・学業成績とも優れ、出身学校長が推薦する外国籍（定住者・永住者）の人。
選考方法：特別修学支援推薦入試 A～C 日程における成績優秀者

9．公的な貸付
１）生活福祉資金貸付制度

教育支援資金

教育支度費：専門学校、短大・大学に就学するために必要な資金
就学支度費：専門学校、短大・大学に入学するために必要な資金
対象者：日常生活の維持が難しいこと、他の公的な給付が受けられず生活費が賄えないこと等
貸与額：教育支度費：短大…月 60,000 円以内、大学…月 65,000 円以内
就学支度費：50 万円以内
問い合わせ：静岡県 社会福祉協議会 Tel 054-254-5244

２）母子寡婦福祉資金
修学資金：大学・高等専門学校または専修学校に就学するための資金
就学支度資金：高等専門学校、短大・大学に入学するための資金
対象者：母子家庭の子ども、父母のいない子ども
貸与額：修学資金：月 31,000 円～64,000 円
就学支度資金：15,000 円～590,000 円

※いずれも条件によって違います。

問い合わせ：各区市町の社会福祉課

３）国の教育ローンによる貸付
対象者：大学、短大、専門学校、予備校、外国の大学等、職業能力開発校など
世帯の収入要件があります。
貸与額：300 万円以内
問い合わせ：日本政策金融公庫 Tel 0570-00-8656 または 03-5321-8656
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10．進学・就職・留学に役立つ資格
１）日本語能力試験
日本語を母語としない人を対象に、日本語能力を認定する検定試験。日本
を含め世界 62 カ国・地域で実施。日本語を母語としない人を対象とした日
本語の試験としては最も受験者の多い試験です。
レベルは N1（難しい）～N5（やさしい）まで。試験は年 2 回。申込書を
買う必要があります。申込書は 500 円、受験料は 5,500 円。
メリット: 外国籍等の場合、日本語能力試験Ｎ１かＮ２の合格者は、中学校卒業程度認定試験の国
語の試験が免除されます。N2 以上があると就職や進学に有利です。海外にある日本の企業に就職する
チャンスも広がります。 http://www.jlpt.jp/

２）BJT

ビジネス日本語能力テスト:

受験者が受験時にどの程度の日本語によるビジネス・コミュニケーション能力を持っているかを測
る能力テスト。結果は 0～800 点で採点され、J1＋（難しい）～J5（やさしい）の 6 段階で評価され
ます。BJT は多くの企業や大学、学校で活用されています。
試験は年 2 回、受験料は 7,000 円です。 http://www.kanken.or.jp/bjt/

３）JTEST (実用日本語検定):
外国人の日本語能力を客観的に測定する試験。就職や進学、あるいは日本語を使って実務的な仕事
をこなすためには高度な日本語力が必要です。
試験は年６回。受験料は、 A-D レベル（中～上級）、E-F レベル（初級）、Ｇレベル（入門）、
各 3,600 円。ビジネス日本語検定は 4,500 円。 http://j-test.jp/

４）漢字検定（日本漢字能力検定）
漢検は、漢字能力を測定する技能検定。単に漢字を「読む」「書く」という知識量のみを測るので
はなく、漢字の意味を理解し、文章の中で適切に使える能力も測ります。レベルは 10 級（やさしい）
～1 級（難しい）まで。大学、短大、高校入試や専修学校でも評価の対象になります。
試験は年間 3 回実施されます。受験料は、1,000 円～4,500 円。 http://www.kanken.or.jp/

５）TOEIC（Test of English for International Communication）
英語によるコミュニケーション能力を幅広く評価する世界共通のテストで、120 カ国で実施してい
ます。TOEIC テストは様々なところで英語力の評価基準とされているため、高校や大学の推薦入試や、
英語カリキュラムでの単位認定、官公庁や企業でも採用の際に TOEIC テストのスコアを参考にすると
ころもあります。外国に留学したいと考えている人も評価の対処になります。
受験料は公開（マーク式でリスニングとリーディングの測定）が 5,565 円、SW（スピーキングと
ライティング）が 9,975 円。テストは年 9 回程度実施されます。
テスト結果は合格・不合格ではなく、リスニング 5～495 点、リーディング 5～495 点、トータル
10～990 点のスコアで、5 点刻みで表示されます 。
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http://www.toeic.or.jp/

６）TOEFL iBT（Test of English as a Foreign Language）
世界で最も広く受け入れられている英語能力試験で、留学にも役立ちます。試験は毎月 2～4 回あり、
入試や採用試験によって、それぞれ必要とされるスコアが決まっています。
米国、英国、オーストラリア、ニュージーランド、カナダのほぼ全ての大学をはじめ、130 カ国、
9,000 以上の機関が、英語能力の証明、入学や推薦入学、奨学金、卒業の基準として利用しています。
日本では教育機関等での学内単位認定や、入試、海外派遣選考の目安として利用されています。
受験料は米ドルで 225 ドル。支払方法は、インターネットと電話の場合はクレジットカード、郵送
の場合は国際郵便為替か送金小切手で支払います。
試験内容はリーディング、リスニング、スピーキング、ライティング。会場で設置されているパソ
コンで試験を行います。 http://www.ets.org/jp/toefl

７）IELTS （International English Language Testing System）
英国、オーストラリア、カナダ、ニュージーランドへ留学・移住を希望する方の英語力を判定する
テスト。高等教育機関が提出を要求するケースが多い。
① Academic Module（大学、大学院で学位取得を目標とする人対象）
② General Training Module（高等学校や研修、移住申請を目指す人対象）
があり、いずれもリスニング、リーディング、ライティング、スピーキングの 4 つのテストで構成さ
れています。リーディングとライティングについては、①と②で試験問題が異なります。
受験料は 24,675 円。 http://www.eiken.or.jp/ielts/

◆ 多文化の中で生きる子どもへ、留学のすすめ ◆
将来どんな職業に就くことになっても、バイカルチャー・バイリンガルであることは武器にな
ります。自分がその職場にいることで、対応できるコミュニティが増えるため、それを歓迎する
ビジネスはたくさんあります。
それには多言語が話せることが理想だけれど、話せなくても多文化の知識があること、移住者
の気持ちが理解できることが強みになります。私は、その強みをさらに磨くためにオーストラリ
アに留学をして、改めて異文化で暮らし、母語でない言語でコミュニケーションを取ることの楽
しさ・難しさを経験することで、自らのグローバル化をさらに活性化することになりました。
このグローバル時代、ブラジル人以外の移住者が増えてきた今の日本で、自分がバイカルチャ
ーであることを是非活かしてほしいです。
（重井アマンダ…2012 年に 4 ヶ月オーストラリアへ交換留学）
※留学は留学先大学によって求められる試験やスコアが異なるので、各機関に問い合わせてください。
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11．働き方のスタイル
世の中には様々な仕事があり、いろいろな働き方があります。

１）雇われて働く
日本で働く人の多くは、組織に属して働いて給料を得ています。会社で働く事務員やセールスマン、
エンジニアといった会社員や、国や地方自治体で働く公務員などがあります。
会社員には、正社員、契約社員、派遣社員、パートタイム、アルバイトなど、様々な働き方があり
ます。それぞれ、保険や手当、ボーナスや退職金などの特典が違います。働く時に、どんな条件や権
利があるか、きちんと理解することが大切です。

２）事業を運営して稼ぐ
自分で事業を運営して収入を得る人もいます。例えば、お店の経営者や、農業、スポーツ選手など
です。自由に働くことができますが、決まった額の給料が支払われるわけではありません。
独自の製品やサービスを開発して、自分で会社を作って経営する人もいます。すぐれたアイデアや
専門知識、マーケティングやマネジメントなど、様々な能力が求められます。

12．仕事の訓練を受ける
１）テクノカレッジ 静岡県立技術専門校
沼津、清水、浜松にあります。技術と専門性を身につけ、即戦力となる技術者を育てます。
若年者コースには、機械技術科や建築科などがあります。入学試験は数学と面接で、授業料は年間
118,800円です。
浜松では外国人向けの短期コースで、パソコン技能習得科、就業準備訓練科があります。

２）日系人就労準備研修
日本語のコミュニケーション能力の向上に加え、日本の労働法令、雇用慣行、
労働・社会保険制度等に関する講義や実習を行います。3～6 ヶ月間で 120 時間
あります。学歴などの選定はありません。詳しくはハローワークに聞いてくださ
い。

３）職業訓練（公共職業訓練、求職者支援訓練）
仕事を探している人を対象に、就職に必要な技能や知識を習得するための 3～6 ヶ月間の訓練が無料
（テキスト代等は自己負担）であります。ビジネスパソコン、Web デザイン、介護職、簿記・会計、
CAD など、いろいろなコースがあります。詳しくはハローワークに聞いてください。



外国人の就労状況

～ 浜松のハローワークより

～

外国人の求人は、あまり多くありません。短期の派遣が中心です。工場は単純な作業工程が海外
に移転してしまい、技能が要求されることが増えました。現場で働く通訳がいなくなり、日本人と
同じように日報を書いたり、仕様書を読んだり、日本語の読み書きができることが求められます。
高齢化に伴って、介護の仕事は求人がたくさんありますが、基礎学力だけでなく、日本語の読み
書きや技能や資格があることが重要です。（2012 年 7 月）
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13．仕事を探す
１）ハローワーク
仕事を探している人に仕事を紹介する国の機関で、県内 18 か所にあります。
雇用保険、職業訓練、就職の相談もできます。平日 8:30～17:15
通訳がいる時もあります。時間や曜日についてはハローワークに問い合わせてください。
 通訳のいる主なハローワーク
ハローワーク

担当地区

P：ポルトガル語
言語/曜日

S：スペイン語

住所

TEL

富士

富士市

P、S：水・金

富士市南町 1-4

0545-51-2151

静岡

葵区・駿河区

P、S：金

静岡市駿河区西島 235-1

054-238-8609

焼津

焼津市、藤枝市

焼津市駅北 1-6-22

054-628-5155

榛原

牧ノ原市、吉田町

牧ノ原市細江 4138-1

0548-22-0148

島田

島田市、川根本町

掛川
磐田

P：火、水
S：火、水
P：月・木
S：月・木
P：水・金

島田市本通 1-4677-4

S：水・金

島田労働総合県庁 1 階

掛川市、菊川市、

P：月～金

御前崎市

S：月～金

磐田市、袋井市、
周智郡

浜松 外国人

中区、南区、西区

職業相談窓口

東区、湖西市

掛川市金城 71
磐田市見付 3599-6

P：月～金

磐田地方合同庁舎 1 階

P、S：月・金

浜松市中区浅田町 50-2

0547-36-8609
0537-22-4185
0538-32-6181
053-457-5151

２）しずおかジョブステーション
就職を目指す人が就職に至るまでの様々なサービスを１ヶ所で受けられる県の機関で、沼津・静
岡・浜松にあります。仕事の紹介、職業適性診断、就職活動の進め方、書類の書き方、面接の対策な
ど、様々な相談ができます。浜松にはポルトガル語の通訳がいます。平日 9:00～17:00

ジョブステーション東部
ジョブステーション中部
ジョブステーション西部

沼津市大手町 1-1-3

商連会館ビル２階

東部県民生活センター内
静岡市駿河区南町 14-1

水の森ビル３階

中部県民生活センター内
浜松市中区中央 1-12-1

県浜松総合庁舎

静岡県西部県民生活センター内
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055-951-8229
054-284-0027
053-454-2523

３）外国人雇用サービスコーナー
日本語が理解できない外国人求職者の方々でも、安心して職業相談が受けられる通訳を配置したコーナー
場所
沼津

住所

言語／時間

沼津市市場町 9-1

TEL

ポルトガル語・スペイン語

沼津合同庁舎 1 階

055-918-3712

月：8 時半～12 時、13 時～16 時
火～金：9 時～12 時、13 時～16 時
英語：火：13 時～17 時
水、金：9 時～12 時、13 時～16 時

富士

富士市南町 1-4

ポルトガル語・スペイン語：水、金

0545-51-2151

10 時～12 時、13 時～17 時
清水

静岡市清水区松原町 2-15

ポルトガル語・スペイン語：月、火、金：

清水合同庁舎 1 階
静岡

054-351-8608

13 時～17 時

静岡市駿河区西島 235-1

ポルトガル語・スペイン語：金 13 時～17 時

054-238-8609

中国語：火 13 時～17 時
掛川

掛川市金城 71

ポルトガル語・スペイン語：月～金

0537-22-4185

8 時半～12 時、13 時～17 時
英語：月・水：8 時半～12 時、13 時～15 時
金：10 時～12 時、13 時～17 時
磐田

磐田市見付 3599-6

ポルトガル語：月～金

磐田地方合同庁舎 1 階
浜松

浜松市中区浅田町 50-2

0538-32-6181

8 時半～12 時、13 時～17 時
ポルトガル語：月～金：8 時半～17 時

053-457-5151

スペイン語：月～金：9 時～16 時

４）外国人総合相談コーナー
職業相談、労働相談のほか、生活関連の相談について、ポルトガル語等にてワンストップで行うコーナー
P：ポルトガル語
名称
富士
菊川
袋井
磐田

住所
富士市役所 3 階
菊川市役所 小笠支所 2 階
外国人ワンストップ相談コーナー
袋井市新屋 1-1-1
袋井市役所 1 階
磐田市見付 2989-3
ワークピア磐田内 1 階
浜松市中区早馬町 2-1

浜松

クリエート浜松 4F
浜松市多文化共生センター内

湖西

湖西市吉美 3268
湖西市役所 1 階

通訳のいる日
P、S：
月・火・木・金

P：月・水・木
P：火、水、木
P：月、金

P：火～土
S：水

P：火～金
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時間
9 時～12 時
13～16 時
8 時半～12 時
13 時～16 時
9 時～12 時
13 時～16 時
８時半～12 時
13 時～16 時半
9 時～１２時半
13 時半～17 時半
9 時～12 時
13 時～16 時半

S：スペイン語
TEL

0545-55-2882
0537-35-0925
0538-44-3119
0538-36-8383

053-458-2170

053-576-4799

14．教育の相談をする
１）主な自治体の教育相談窓口
日本の小中学校に入るには

→ 住んでいる市や町の教育委員会に相談してください。

市・町

窓口

住所

電話

富士市

学務

富士市永田町 1-100

054-555-2868

焼津市

学校教育課

焼津市宗高 900

054-662-0586

ポルトガル語

市民相談室

市役所大井川庁舎 1 階

054-626-1133

スペイン語

学校教育課

菊川市堀之内 61

053-735-4848

ポルトガル語

外国人住民相談窓口

菊川市役所

053-735-0925

袋井市

学校教育課

袋井市新屋 1-1-1

0538-44-3182

掛川市

教育委員会

掛川市長谷 1-1-1

0537-21-1109

磐田市

学校教務課

磐田市国府台 3-1

0538-37-4921

ポルトガル語

浜松市

教育相談支援センター

浜松市中区中央 1-2-1

053-457-2424

ポルトガル語

菊川市

通訳

イーステージ浜松７階
湖西市

学校教育課

スペイン語
053-576-4798

湖西市吉美 3268

２）南米系の外国人学校
保
育

プ
レ

小
中

高
校

専
門

0545-60-1149 ×

○

○

×

×

SER

○

○

○

×

×

MAXI

菊川市赤土 479-1

0537-73-6847 ○

○

○

○

×

POSITIVO

菊川市赤土 1150-1

0537-73-1264 ○

○

○

○

×

OBIJETIVO

コニェセール

袋井市愛野東 1-6-5

0538-45-3533 ×

○

○

×

×

POSITIVO

オビジェチーボ・デ・イワタ

磐田市一言 3592

0538-36-3225 ○

○

○

○

×

OBIJETIVO

磐田市堀之内 1713-1

0538-66-6862 ○

○

○

○

○

CPV

浜松市東区
天王町 673-1

053-423-3895 ○

○

○

○

×

COC

ブラジル

浜松市中区幸 1-15-20 053-489-4735 ○

○

○

○

○

POSITIVO

アルカンセ

浜松市中区
高丘北 2-1-20

053-430-6340 ○

○

○

○

×

MAXI

ムンド・デ・アレグリア

浜松市西区雄踏町
宇布見 9611-1

053-482-7666 ○

○

○

○

×

ANGLO

ノヴァ・エラ

湖西市大知波
字伊地知 311-6

053-578-2342 ×

○

○

○

×

DOM BOSCO

学校名

住所

フジ

富士市平垣本町 6-18

インスティチュート・エデュ
カシオナウ・マクシ

焼津市田尻 853

セントロ・エデュカシオナ
ウ・ソヒーゾ・デ・クリアンサ
セントロ・デ・エンシノ・ニ
ッポ・ブラジレイロ

セントロ・エデュカシオナ
ウ・エ・プロフィシオナリザ
ンチ (CEP-Brasil)
アレグリア・デ・サベール
（EAS ハママツ）

TEL

090-70446807
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教育ｼｽﾃﾑ

３）日本で学べるブラジルの通信制大学
大学名

住所

電話番号
0532-53-6690
0506-86-8858

豊橋市駅前大道り

UNISEB

3-48 黒柳ビル 1F

経営学、文学：ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語、
ｽﾍﾟｲﾝ語、英語、教育学、その他

053-453-0075 経営学、簿記学、教育学、ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
090-6644-8415 ﾃｸﾉﾛｼﾞｰ、文学:ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語、英語、
090-8546-1727 ｽﾍﾟｲﾝ語、その他

浜松市中区鍛冶町 1-61

UNIP

教科

平山ビル 4F

UNIGRAN

群馬県太田市新居町 534-1

0276-60-5070

Universidade
Catolica de
Brasilia Virtual

東京都杉並区井草 2-35-5

03-6915-0360 教育学、哲学、経営、ｼｽﾃﾑ開発ﾃｸﾉﾛ
090-8493-6021 ｼﾞ-

東京都中野区中野 1-43-4

EADJP

050-6864-6664

中野パレス 201

INTEGRA

愛知県名古屋市西区

TECHNICAL SCHOOL

則武新町 1-6-12

052-551-0047

経営学、ﾃﾞｻﾞｲﾝ、簿記学、その他

IT、秘書、経理、電気技術、
ﾃﾞｻﾞｲﾝ、その他
IT、ﾃﾞｻﾞｲﾝ、CAD、ﾌｫﾄｼｮｯﾌﾟ、
その他

４）日本語教室
教室の場所や内容は、時期によって変わることがあるので、詳しくは団体にお問い合わせください。

教室名

住所/会場

問合せ

対象者

053-592-1117

若者、大人

浜松市中区葵東 1-15-1 北部協働センター

053-436-5931

大人

ジャボラ NPO

浜松市西区入野町 9858 入野協働センター

090-9175-

日本語教室

浜松市中区高丘北 2-29-46

3265

浜松国際交流協会

浜松市西区雄踏町宇布見 9611-1

(HICE)

浜松市外国人学習支援センター（U-Toc）

浜松市北部協働センター
日本語教室

高丘北会館

浜松市中区中央 1-13-3 浜松市市民協働センター
にほんご NPO

浜松市中区海老塚 2-25-17 南部協働センター

日本語教室

浜松市中区早馬町 2-1 クリエート浜松 4 階
浜松市多文化共生センター

BATE PAPO
日本語教室
にほんごどんぐり
佐鳴台教室
HAJAC

砂山教室

長上日本語同好会
長上協働センター教室
磐田国際交流協会(ICE)
ワークピア教室

浜松市中区葵東 1-15-1 北部協働センター
浜松市中区佐鳴台 2-24-1 佐鳴台協働センター
浜松市中区早馬町 2-1 クリエート浜松 4F
浜松市多文化共生センター内
浜松市東区市野町 2620-1 長上協働センター
磐田市森岡 150

ワークピア

子ども、大人

053-463-4022
090-1823-

若者、大人

6363
053-436-5931
090-76127472
053-448-5300
090-54596119

大人
大人
大人
大人

0538-37-4988

子ども、大人

湖西国際交流協会

湖西市鷲津 1293-4

053-575-2008

子ども、大人

富士市国際交流ラウンジ

富士市富士町 20-1

0545-64-6400

子ども、大人

焼津日本語教室

焼津市石津港町 40-1

054-629-0495

大人

牧ノ原市国際交流協会

牧之原市静波 447-1

0548-23-0002

大人

掛川国際交流協会ｾﾝﾀｰ

掛川市長谷 1-1-1

0537-24-5595

大人

港公民館
榛原文化センター
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国際教育文化交流会
菊川市国際交流協会

袋井市方丈 3-5-11
袋井市協働まちづくりセンター ふらっと
菊川市半済 1865

総合保険福祉センター

プラザけやき

0538-43-7386

大人

0537-35-0925

大人、子ども

５）学習支援団体のリスト
文部科学省「定住外国人の子どもの就学支援事業」（通称：虹の架け橋教室）H25 年度受託団体
教室名
ARACE

未来教室

住所/会場
浜松市中区佐鳴台 3-52-23

電話番号
090-6593-8446

山口ハート国際クリニック 2F
ムンド・デ・アレグリア学校
日本インターネットスクール協会
志太教室
日本インターネットスクール協会
菊川小笠教室

浜松市西区雄踏町宇布見 9611-1

053-482-7666

焼津市田尻北 1266

080-3538-2816

菊川市河東 5442-5

080-3538-2815

6）その他の相談窓口


浜松 NPO ネットワークセンター: 高校・大学進学に関する相談
浜松市中区佐鳴台 3-52-23 TEL:053-445-3717 月～金 9:00～18:00

19

資料編：先輩たちの体験談

 ブラジル学校から日本の高校、大学へ
私は大学進学が夢だったので、ブラジル人学校で義務教
育を終えた後、日本の中学校２年生に編入しました。漢字
があまりわからなかったので苦労しましたが、努力をして
高校受験に受かることができました。
高校でも努力をし続けて、大学受験にも合格をすること
ができました。大学へ進学したいと思っている人は、中学
校の勉強は高校においても大学においても基礎になるの
で、中学校から全ての教科の授業を大切にすること、しっ
かり勉強することが大切です。
大学では他国の文化、言語を学べるのが楽しいです。国

鈴木 アリネ ゆかり さん
静岡文化芸術大学
ブラジル生まれ、１歳で来日。
小学校３年生まで日本の学校に
通って、ブラジルに一時帰国。
２年後に再来日、ブラジル人学

際文化学科は、他国の人と話すことが好きな人に向いてい
る学科です。
国際文化学科では多文化との共存、多文化理解を学びま
す。様々な国の文化を学んでおり、言語はフランス語、ス
ペイン語、中国語、英語を勉強しています。
2013 年の秋からイギリスに短期留学するので、今はそ
のための勉強もしています。

校にて義務教育を終える。
その後、日本の中学校に編入・
卒業して、浜松市立高校インタ
ーナショナルクラスを卒業。

<メッセージ>
好きなことがあったら、挑戦してみることが大切。自分
から行動を起こさないと何も始まらない。いろんなことに
挑戦してみることが一番だと思う。
私は、英語がそんなに好きではなかったけれど、中学生
の時にスピーチコンテストに参加したことがきっかけで言
語が好きになりました。
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 周囲に支えられ、目的をもった努力が実を結ぶ
小学校 5 年生の時、両親が 1 年後に帰国すると決意し
たので、ブラジル学校に転校。ポルトガル語が全然でき
なくて、1 年生から学び直しました。小さい子たちより
も話せなくて劣等感があったけれど、がんばって 4 年間
で学年相当に追いつきました。
8 年生になって帰国予定がなくなり、8 月に日本の中
学 3 年生に転校。教頭先生に「高校進学は今からは遅
い」と言われたけれど、カナリニョー教室（ポルトガル
語による学習支援）や担任の先生、家庭教師に支えられ
て、デザイン科のある高校に入学できました。デッサン
の練習は美術の先生が見てくれました。

金城 ジゼレ さん

高校はデザインの授業も、友達とのつきあいも、演劇
部の活動も本当に楽しくて、“夢のスクールライフ”でし

自動車会社
工業デザイナー
ブラジル生まれ、2 歳で来日

た！
大学は、地元の大学のデザイン学科を目指して、高校
の成績を積み上げて一般推薦で合格。大学は自由に何で

小学校 5 年生まで日本の学校

もやれるところで、製図や鍛金は遅くまで作業すること

ブラジル学校で 8 年生の時に

もありました。1 年生から将来を考えて、作品づくりに

日本の中学 3 年に転校。

取り組み、美術の教員免許をとりました。卒業制作は外

日本の工業高校、大学卒。

国人の子どものための本をつくりました。
今は、自動車会社の造形開発課で、部品の設計図から
立体モデルを形作る仕事をしています。イタリアにも支
社があるので、いつかは海外進出してみたいです。
＜メッセージ＞
学校の勉強は、今は「何でやってるんだろう？」と思
うかもしれないけれど、それをしっかりやることが、将
来につながっていく。
目標を立てて、考えるだけでなくて、言葉にしてみ
る。形にしてみる。何でもやってみることが大事。
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 ステップアップできる仕事を選んで転職
来日して中学校 2 年生に入学しましたが、日本語があま
り話せなかったので、高校進学は無理と言われ、進学を諦
めて就職しました。工場で正社員として 3 年間働いて、一
時帰国。再来日して、父が始めた中古車販売店で名義変更
や手続きを 2 年間担当しました。父が帰国した後も日本に
残って工場で働きました。
日本語は、公文の教室に通って、工場の休憩時間も勉強
して、日本語能力試験の N2、N1 に合格しました。日本語
の資格は進学・就職に役立つし、面接の印象が変わるので
取った方がいいですよ。
21 歳の時に、レストランでアルバイトをしながら、夜は

宮本 ルーカス さん
市役所収納対策課 通訳

定時制高校で学びはじめました。それから市役所の通訳の
募集を知り、ポルトガルも使える良いチャンスだし、自分
の勉強になって、ステップアップできる仕事だと思い、転
職しました。

ブラジル生まれ
ブラジルで中学校卒業後、
14 歳で来日。
日本の定時制高校卒業。

今は、税金に関する相談や、申告の説明などをしていま
す。税金のことは仕事をしながら覚えていきました。申告
することで還付金が戻ってきて、外国人の助けになれるこ
とが嬉しいです。相談内容をパソコンに入力するので、漢
字が読めることも必要です。スペイン語や英語が出来ると
なおよいですね。
将来は自分の会社を作って、日本語教室の運営をするの
が夢です。
＜メッセージ＞
日本で得た経験は帰国して活かせるから、今、日本に住
んでいることをチャンスだと思って、日本語も覚えてほし
い。
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日本とブラジル、両方があってこそ自分がある
今までブラジルレストラン、工場、派遣会社の事務所、
携帯電話の販売店などいろんなところで働いてきました。
現在は市役所で通訳の仕事をしています。市役所にある
様々な課から依頼があった時に、通訳や翻訳、案内をしま
す。
通訳の仕事をするには、日本語能力試験１級相当の日本
語力とポルトガル語力、両方とも読み書きできる力が必要
です。日本の学校では日本語でしたが、家ではポルトガル
語で話していたし、母語を忘れないために、ポルトガル語
教室にも通いました。
仕事に必要な知識は、日々の勤務の中で様々な経験をし
ているうちに学びました。困っている人の手助けをし、問

東 ハルミ さん

題が解決された時に、感謝の言葉をいただくと、この仕事

市役所国際課 通訳

をしていて良かったなと感じます。
逆にこの仕事の難しいところは、翻訳を依頼された文章

ブラジル生まれ、

が難しく、それをわかりやすく伝えるために、一番簡単な

10 歳で来日

表現方法を考えながら翻訳しなければならない時です。

日本の小学校、中学校、
高校を卒業

これからも通訳の仕事を続けながら、言語の勉強をして
いきたいです。
<メッセージ>
日本とブラジル、両国の間にいることを誇りだと思って
欲しい。両方があってこそ自分がいる。諦めないで勉強を
続けて欲しい。日本で安定した生活ができるように日本語
は勉強した方が良い。

◆ 大切にしたい 母語・母文化 ◆
インタビューしたのは計 16 人。来日歴や学歴はそれぞれで、小学校卒や中学中退の人もいま
した。しかし、多くの人の共通点は「日本語とポルトガル語ができる」というバイリンガル・バ
イカルチャーであることを強みに仕事を見つけていました。
日本育ちで日本の学校に行っていると、母語の維持が難しくなってきます。家庭内の会話だけ
では「仕事で使える語学」には程遠く、読み書きも含めた「学ぶ努力」が必要です。
英語以外の言語は、使える人が少ないからこそ「武器」になりえます。ブラジルに帰国して、
日本語力を活かして日系企業に就職した人もいます。様々な語学ができること・様々な文化に架
け橋できることを、ぜひ活かしてほしいです。
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語学留学も経験し、日本語 N１を取って販売員に
小学校卒業後、14 歳の時に工場で働き始めました。
16 歳の時に携帯電話の販売代理店でポルトガル語対応の
できる店員と出会い、とても驚きました。彼女がポルト
ガル語、日本語を活かして働いている姿をみて、私も同
じ仕事がしたいと思うようになりました。
こうしてその携帯電話販売代理店で働くことになりま
した。2 年間働いた後、オーストラリアに語学留学をし
ました。日本に戻った時は、また工場で働きましたが、
販売員としての経験、日本語力を活かせる仕事に就きた
いと思い、再び携帯電話販売店で働き始めました。
携帯電話販売店で通訳の仕事をするには、日本語力と

中森 バルバラ デ
ソウザ さん
携帯電話販売員兼通訳

ポルトガル語力が必要です。さらに販売経験もあれば優
遇されます。
この仕事では、自分でパンフレットを作成したり、自
分でスケジュールを組み立てたりするので楽しいです。

ブラジル生まれ、

たくさんの人と会話ができるところも気に入っていま

2 歳で来日

す。しかし、接客業なので、身だしなみについてはとて

日本の小学校を卒業

も厳しいです。派手なネイルや、髪の色をしてはいけま
せん。
販売が好きで、冷静にお客様のクレームに対応できる
人、語学力のある人に向いています。
<メッセージ>
勉強はとても大切。勉強する時間があるうちにしてお
くと様々な道が開けるし、それは自分の財産になる。好
きなこと、興味のあることをベースにして勉強し、将来
の仕事を選べば良いと思う。
これからは、TOEIC と SUPLETIVO（ブラジルの中
卒・高卒認定試験）を受け、ブラジルに帰国して、ブラ
ジルで良い仕事に就きたいです。
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 人の命に関わることなので、医療用語は常に勉強
いじめにあって中学校を中退しました。中退後は工場で
働き始めましたが、キツイ・キタナイ・キケンの 3K 労働
で、環境が良くありませんでした。そんな仕事に疲れて、
洋服屋でショップ店員として働き始めました。そこで接客
や丁寧な言葉遣いを学びました。
しばらくして、サービス業でステップアップしたいと思
って、駅のうなぎ屋に転職しました。そこの同僚がクリニ
ックの通訳の募集広告を教えてくれました。
工場や接客業での経験しかなかったため、通訳の仕事は
不安でしたが、仕事内容には大変興味がありました。医師
が外国人のために土日も診療していたので、私も人の役に

萩原 ゆり さん

立ちたい、自分も多くのことを学ぶことができると思っ

クリニックの受付兼
医療通訳

て、この仕事を選びました。
医療通訳は、人の命に関わる仕事なので、高いレベルの

ブラジル生まれ、

ポルトガル語力、日本語力が必要です。常に医療用語を勉

4 歳で来日

強することも重要だし、人と接する仕事なので、コミュニ

日本の小学校入学

ケーション能力も必要です。私は 1 年間の研修を受け、医

9 歳の時に一時帰国

療用語や病気の名前、症状を勉強しました。

ブラジルで 2 年勉強
再来日して、日本の中学校
2 年生で中退

様々な国籍の患者が来るので、違う国の言葉を勉強した
り、文化に触れたりするのが楽しいです。毎日新しいこと
が学べます。
この仕事の大変なところは、命に係わる仕事なので、失
敗をしてはいけないというプレッシャーです。そして、通
訳者は常に中間の立場であるということを忘れてはいけま
せん。そのため、両国の言語、文化を理解していることが
重要です。
<メッセージ>
中学校を中退したことは、今になって後悔しています。
仕事を探す時に、一番聞かれるのは学歴。ちゃんとした職
業に就きたいなら勉強をした方が有利です。
しかし、人生は勉強だけではない。視野を広くしていく
方が身のためにもなるし、人生の経験にもなる。常になん
でもチャレンジしてみる心を持つことは大事。
「わからないから出来ない」ではなく「出来るまでがん
ばろう」。
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 与えられたチャンスを活かしてリスタート
高校を卒業後、蒲郡にある自動車整備の短大に入学しま
したが、家庭の事情により中退。その後、親がやっていた
保険代理店の手伝いを始め、次第に本職になっていきまし
た。現在はブラジル人だけ対応していますが、これから日
本人にも対応していきたいと思っています。
仕事でポルトガル語の必要性を感じたので、自ら勉強を
始め、さらに 2 年間ブラジル学校の校長先生に個人的に教
わりました。
今の仕事内容は、保険の販売、説明、相談です。両親が
経営していた保険代理店の手伝いを始めたことがきっかけ

刈音十 レナン さん
保険仲介人
ブラジル生まれ、
5 歳で来日
日本の小学校、中学校、
高校を卒業

で、この仕事を続けたいと思うようになりました。
保険の仕事には資格が必要で、資格試験は日本語でしか
受けられないので、日本語の中学校レベルの読み書きの知
識が必要です。
この仕事では、お客様を助けることができるし、ポルト
ガル語を話す機会にもなります。
難しいのはお客様のクレーム対応。保険という商品は目
に見えないものなので、きちんと説明をしなければいけま
せん。実際に事故が起きた時に、お客様が思っていた対応
と実際の対応が異なると、クレームがきてしまうので、誤
解が生じないように説明をわかりやすくきちんとすること
が大切です。
この仕事は勉強が好きな人、常に向上心を持って、人間
関係をうまく築ける人、ポジティブな人に向いています。
今後の目標は保険のプロになること。保険だけでなく、
車を購入した時の名義変更や、ビザの更新などの相談も多
いので、生活相談でも頼ってもらえる人になりたいです。
<メッセージ>
勉強をしてほしい。ただ、勉強だけでなく、大人になっ
たらマナーや教養も必要になってくるから、それも身につ
けてほしい。
複数の言語を使えるようになると、それは財産になる。
勉強でなくてもいいから、何か一つ頑張れる目標を定め
て、一生懸命になってほしい。
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 やりたい仕事だからこそ、がんばれる
今まで様々な仕事をしてきました。ガソリンスタンドから
スーパーマーケットまで。その他、通訳として県総合教育セ
ンターで１年間、派遣会社の事務員として６年間働きまし
た。現在は保険の販売、説明、相談対応をしており、時々生
活相談も受けています。
今の仕事を選んだのは、前の仕事では時間が限られ、職場
も離れられなかったので、困っている人を助けることができ
ませんでした。今の仕事は自由に動けるし、自分でスケジュ
ールを立てることができるので、多くの人たちの手助けをす
ることができます。
保険の仕事に必要なのは、中学校レベルの日本語の読み書

酒匂 セリア 文子 さん
保険仲介人
ブラジルで高校を卒業
24 歳で来日

き、コミュニケーション力、接客マナーです。私は１年間の
研修でいろいろ勉強しました。日本語は日常生活で覚えまし
た。日本語能力試験２級も持っています。
大変なところは、常に勉強をしないといけないところ。保
険の種類が多いので、覚えなければならないことがたくさん
あります。
そして、５年間以上の経験がないと一人で働くことはでき
ません。保険を販売するには、各保険の販売資格が必要で、
勉強して試験に合格しなければいけません。この資格がなけ
れば、お客様に保険のシステムを説明することができませ
ん。
これからは多くの外国の方に保険の大切さをもっと伝えて
いきたいです。なにか起きてから考えるのではなく、前もっ
て備えておくことが大切です。
<メッセージ>
勉強することがとても大切。大人になって家庭ができた
ら、子どもも出来たりすると勉強することが難しくなる。今
学校で勉強しているのであれば、今がチャンス。
ブラジルに帰国したら日本語はいらないと思うかもしれな
いが、将来役に立つかもしれないから、なんでもチャンスだ
と思って欲しい。勉強することが将来に必ず役に立つ。諦め
ないで頑張ってほしい。
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知識や専門性を活かして、チャンスを開拓
ずっと IT に興味があり、高校生の時に様々なパソコン関係
の講座を受けました。講師のアシスタントになり、後には自
分のクラスも持てるようになりました。高校を卒業して、友
人とパソコンの販売、修理を行う店を始めましたが、１年半
で閉店。それから洋服を手がける会社に就職し、グラフィッ
クアトリエや商業に関わりました。
日本に来てから工場で働きましたが、ブラジルに一時帰国
した時に、友人たちが大学生や、大学を卒業して活躍してい
る姿を見て、自分だけがほとんど進歩していないように感じ
ました。
それで、再来日したときは自分の知識を活かそうと思っ

金田 エルネスト さん
経営、マーケティング
（UNISEB, EJA）
ブラジル生まれ。
ブラジルで高校を卒業
22 歳のときに来日
現在、通信制大学で勉強中

て、パソコンの修理を始めました。それから、ブラジル人学
校の情報の教師として勤めました。職員のコーディネータ
ー、パソコンのメンテナンスも任されました。
リーマンショックの影響で一時工場での仕事もしました
が、あるブラジルの通信制大学が日本に進出した時に、経営
とマーケティングの担当になりました。
自分が作成したサイトのアクセス数が多いと、仕事が結果
を生んだ喜びを感じます。難しい点は、トラブルが発生して
も、プロジェクトの提出期間を守らないといけないので、睡
眠時間や家族と過ごしたい休日も仕事をしなければならない
時があります。さらに、サーバーに問題が発生した時は、お
客様から呼び出しがあれば、日時に関係なく解決しなければ
なりません。
日本語があまりわからなくて、日本企業での仕事のオファ
ーを断らなければならないこともありました。
IT 関係の仕事は、パソコンが好き、専門知識がある、 コ
ミュニケーション能力がある、英語が得意な人に向いていま
す。さらに仕事が計画通りに進まないことがあるため、時間
に融通を利かせられる人であること。
現在勉強中の通信制大学を卒業したら、ブラジルで IT 関係
の仕事に就きたいです。
<メッセージ>
職業がある、安定しているということだけで満足しないで
ほしい。本物のプロフェッショナルは常に自分に投資をし続
ける者である。
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同僚の助けの元、いろいろ学びながら介護の仕事を
来日して７年間、自動車関係の工場で働きました。ブラ
ジルのお店でお弁当のデリバリー、ホテルのメイドもやっ
たことがあります。
今は、高齢者の介護の仕事をしています。 基礎的な日本
語、介護の仕事を学ぶ２週間の「ヘルパー準備講座」を受
講しました。受講中に介護施設で働かないかという誘いを
受け、働くことになりました。
１年間その施設で働いてから、ヘルパー２級の資格を取
得するための講座を受け、猛勉強をして、資格を取得する
ことができました。
患者には精神障害、身体障害の高齢者もいます。ヘルパ
ーはそれぞれの患者さんの必要性に応じて、着替え、入

ブラガ ミルビア さん
高齢者施設のヘルパー
ブラジル生まれ。
ブラジルの専門学校で経理、看
護の勉強をしていたが、

浴、食事などの日常生活の手助けをします。
私は高齢者の方がとても好きなので、この仕事を気に入
っています。早くに祖父母を亡くしたため、自分の家族の
一員の世話をしているように感じます。
最初は自分にこの仕事ができるのかと不安でしたが、同

経済的事情で中退。

僚からの大きな支えがありました。仕事に必要な知識は、

25 歳で子どもたちと共に来日

私が受講した講座だけではまだ物足りなくて、今でも同僚
の助けの元、日々いろんなことを学んでいます。
一番辛いのは、別れの時です。毎日違った形の別れがあ
ります。今日はここにいるけど、明日はどうかわからない
という方もいます。高齢者の日本語を理解することも難し
いです。でも徐々に慣れます。
介護関係の仕事をしたい人は、忍耐力が第一に大切。そ
して高齢者が好きであること、チームワーク力があること
も大事。基礎的な日本語力も必要になります。
<メッセージ>
物事を後回しにしないこと。
目的、夢があれば追いかけてください！
時間を無駄にしないでください！止まらないでください！
自分自身、自分の能力を信じて、頑張ってください。
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様々な仕事にチャレンジ、日本人向けのお店を開業
来日してから３年間、自動車関係の工場で働きまし
た。その後、企画・広告の会社を起業しました。1993
年にブラジル人向けのテレビ番組 Mix Brazil を始め、
翌年に Mix Brazil 文化センターを開いて、文化活動、
社会活動を行いました。4 年間続けましたが、予算がな
くなって終了しました。
そして 2004 年に「大町リフレッシュサロン」をオー
プンしました。サロンでは中国式と英国式を混ぜた足つ
ぼマッサージを提供しています。足つぼは、むくみ、ス
トレス、冷え性、疲れ、ホルモンバランスなどに効果が
あります。お客様は日本人が大半です。
マッサージ業界では常に向上心を持って勉強を続けな

大町 ネルソン

ければなりません。毎年、同じ業界のプロの方を招いて

マッサージ師

勉強会を開いています。

ブラジル生まれ。
ブラジルで広告関係の大学
を卒業、22 歳で来日。

この仕事で一番嬉しいのは、マッサージの効果がで
て、お客様に感謝されるときです。
自営業の難しい点は、チャレンジする事が多いところ
です。最初の大きな問題は、経済的に安定するまで維持
することです。
この業界で働きたい人は、人と自分の健康を守りたい
人、人と自分を幸せにしたい人に向いています。自己概
念を向上させたくない人には向いていません。
これからの目標は、世界中でフランチャイズシステム
を作ること。日本の良い物、健康食品や健康グッズなど
の販売を少しずつ始めていますが、もっと海外に広めた
いと思っています。
<メッセージ>
選んだ道を簡単に諦めないこと。直ぐに諦めていると
癖になってしまう。
誰かが自分を幸せにしてくれると思うのではなくて、
自分が自分を幸せにしなくてはいけない。
夢というのは、楽なものではなく、辛いことも努力し
なければいけないことも多い。
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資料編 いろいろな仕事

/7
エステティシャン
どんな仕事？
髪の毛以外の美容を手がけるプロフェッショナルです。
脱毛、ネイルケア、マッサージ、ダイエットの指導をします。美容や健康に
関する悩みを聞いて、お客様の年齢、体質、ニーズにあったケアを行います。
人間の身体をケアするので、身体のしくみや化粧品についての知識が必要で
す。お客様を相手にするので、明るく、初対面でも会話が出来る人向きです。

なるには？

試験・資格

 エステティシャン養成学校

業界内の認定資格を取得

 美容スクール

就職できるところ
エステティックサロン
化粧品店、美容院
化粧品メーカー、スポーツジム

関連する資格：日本エステティック協会や、日本エステティック業協会の認定資格、CIDESCO インターナ
ショナルの国際資格があります。
資格がなくても就職はできますが、「見習い」扱いで給料が安くなります。
関連する仕事：リフレクソロジスト、ネイリスト、メイクアップアーティスト、美容師、アロマセラピスト

リフレクソロジスト
どんな仕事？
リフレクソロジーとは、足の裏にある反射ゾーンをマッサージすることで、
リラックスさせながら、心や体の調子を整えて、健康を増進、回復させてい
くものです。
トリートメントの技術だけではなく、事前のカウンセリングや事後のアド
バイスができることが求められます。そのため、身体のしくみや臓器の働きについての知識や、食事や生活
習慣が健康に与える影響など、幅広く学びます。人の健康のために何かしたいと思う人、人と接することが
好きな人に向いています。

なるには？

試験・資格

 専門学校

学校の認定資格を習得

就職できるところ
リフレクソロジーサロン
ホテル
フットケアサロン
スポーツクラブ

など

関連する資格：各団体・スクールがそれぞれ独自の基準で発行している民間資格があります。
スクールに通って、リフレクソロジーの理論や実技トレーニングを学び、受講修了時の修了
試験に合格したら、資格が与えられます。
関連する仕事：エステティシャン、ネイリスト、アロマセラピスト
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通

訳

どんな仕事？
違う言葉を話す人たちの間に入り、それぞれの言葉に訳して、会話が通じるよ
うにする仕事です。言葉を正確に訳すには、語学力はもちろんのこと、正しい日
本語や集中力、歴史や文化、担当するテーマに関する専門知識など、幅広い知識
が求められます。
語学系や通訳コースのある専門学校や、大学の外国語学部・国際関係学部などで勉強します。仕事はフリ
ーで活曜する人もいます。

なるには？

試験・資格

 語学系の大学・短大

 通訳コースのある専門学校

就職できるところ

通訳案内士（国家試験）

通訳派遣会社

通訳技能検定

旅行会社

通訳案内業試験

市役所など

関連する資格：通訳技能検定の 2 級以上を持っているとプロとして認められ、国際会議などで活曜出来ます。
その他、各言語の検定、TOEIC や英語検定などを持っているとよいでしょう。
関連する仕事：翻訳家、児童英会話の先生、キャビンアテンダント、ツアプランナー、ガイド

キャビンアテンダント
どんな仕事？
旅客が安全で快適な旅ができるように、お客様の世話をします。フライト中は、離
着陸する時の安全確認、飲み物や食事のほか、新聞や毛布の配布、気分が悪くなった
人の世話まで、たくさんの仕事をこなします。特に必要なのは英語力です。
大学･短大を卒業後、航空会社の採用試験を受けて、合格したら入社後の厳しい訓
練を経て、実際の仕事ができるようになります。立ちっぱなしの仕事なので、体力が
必要です。

なるには？

 大学･短大を卒業

試験・資格

就職できるところ

航空会社の採用試験

航空会社

関連する資格：特にありませんが、TOEIC 600 点以上の英語力を求める会社が多いようです。
関連する仕事：通訳、バスガイド
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翻訳家
どんな仕事？
外国語の文書、小説、雑誌の記事、映画やテレビ番組などを、日本語から外国語、
外国語から日本語に訳します。外国語ができるだけでなく、正しい日本語の文章が
書けることが必要です。通訳と同じように、歴史や文化、担当するテーマに関する
専門知識など、幅広い知識が求められます。また、豊かな表現力も必要です。
いろんな本を読むことが好きな人、作文が得意な人に向いています。

なるには？

試験・資格

 語学学科のある専門学校
 外国語系の大学･短大
 翻訳家養成スクール

翻訳技能認定試験

就職できるところ
出版社
翻訳会社に登録
フリーの翻訳家

関連する資格：翻訳技能認定試験に合格すると、翻訳会社に就職する時やフリーで仕事する場合、有利です。
関連する仕事：通訳、国際秘書、語学教師

児童英会話の先生
どんな仕事？
幼稚園や保育園、小学校までの子どもに英会話を学ぶ楽しさを教える仕事
です。ただ教えるのではなく小さい子どもにゲーム、歌、絵本、踊りなど取
り入れながら自然と英語が身につくように教えます。
子どもに教えるので、子どもが好きで英語が得意な人はこの仕事に向いて
います。子どもの成長に合わせてカリキュラムを変えなければならないため、
児童心理学の知識も必要です。

なるには？

試験・資格

 英文科の大学

（保育士、幼稚園教論免許

 専門学校

小学校教員免許）

就職できるところ
英会話スクール
幼稚園
小学校

関連する資格：英検 2 級、TOIEC 600 点以上の英語力が求められます。小学校英語指導者認定協議会の
小学校英語指導者資格を取得しておくと有利です。さらに、保育士資格や幼稚園教諭免許、
小学校教員免許などを取得しておくと、活躍の場が広がります。
関連する仕事：日本語教師、小学校、中学校の先生、保育士、幼稚園の先生
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トリマー
どんな仕事？
ペットの美容師です。犬や猫のシャンプ、カット、清潔に美しくする仕事です。
カットは犬種の基準と飼い主の要望を聞いて、カットスタイルを決めます。
お客様の大事なペットを取り扱うので、傷つけないように扱い方の勉強が必要です。

なるには？
 トリマー養成学校

試験・資格

就職できるところ

トリマー資格

ペットショップ

 主に専門学校

動物病院

関連する資格：トリマーの資格がなくても仕事が出来ます。しかし専門学校や養成講座で技術を学んで置く
と便利。JKC（ジャパン・ケンネル・クラブ）のトリマー資格を持っているとさらに良いです。
関連する仕事：動物看護師、ペットショップ店員

動物看護師
どんな仕事？
獣医師のサポートをします。ケガや病気をしている動物の診察や手術のサポートを
し、入院や治療している動物の世話をする仕事です。
動物の生活習慣のアドバイスも飼い主さんへの心配りも大切です。飼い主にとって
ペットは家族の一人、大事なペットを取り扱うので高度な知識や技術が求められます。

なるには？

試験・資格
AHT

 大学
 専門学校

就職できるところ

動物病院

JAHA
動物看護師資格認定試験

ペットサロン

関連する資格：国家資格ではありませんが、日本動物衛生看護師協会の「AHT アニマル・ヘルス・テクニ
シャン」や日本動物病院福祉協会の「JAHA 認定動物看護士」、日本小動物獣医師会の「動
物看護師」などの認定資格があると有利です。専門学校で取れる資格もあります。
関連する仕事：トリマー、獣医
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日本語教師
どんな仕事？
国内外でいろんな国籍の外国人に日本語や日本の文化を教える仕事です。
日本語の発音や文法、言葉の意味を教えます。授業は日本語で行なうことが多い
ですが、英語など外国語ができた方が良いです。日本語学校以外に、企業の研修セ
ンターに派遣させることもあります。

なるには？

試験・資格

就職できるところ

 日本語教員養成課程のある大学
 専門学校の通信教育

日本語学校

日本語教育能力検定試験

企業の研修センター

（日本語教師コース）

関連する資格：大学の日本語教員養成課程で勉強してから、日本語教育能力検定を受けると就職の時に有利
です。
関連する仕事：小・中学校の先生、児童英会話の先生

保育士
どんな仕事？
仕事と家庭を両立したいお母さんが増えています。お母さんが安心して働けるよ
うに子どもを預かり、お世話をする仕事です。食事やトイレ、着替え、片付けの生
活習慣を指導します。
保育の子ども達は 0 歳～6 歳と幅広く、乳児にミルクを与えたり、おむつを交換
したりするのも仕事です。子どもが大好きで世話をすることが好きな人が、この仕
事に向いています。外国ルーツの子ども達を預けている保育園もあるので、外国語ができる保育士は保護者
とのコミュニケーションの助けもできます。

なるには？

試験・資格

 保育士養成課程のある
 大学、短大

保育士（国家資格）

 専門学校

就職できるところ
公立・私立保育園
児童養護施設
児童館
企業内保育所など

関連する資格：大学や専門学校で「保育士」の資格が取れます。
高校、短大卒業以上で、児童福祉施設で 2 年以上勤務経験があれば、都道府県が実施する保
育士資格試験に合格して資格を取ることもできます。
関連する仕事：小・中学校の先生、児童英会話の先生、幼稚園の先生。
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幼稚園の先生
どんな仕事？
3 歳～小学校に入るまでの子どもに生活ルールを楽しく教える仕事です。子ど
も達と一緒に歌を歌ったり、絵を描いたり、体操をしたりすることで発達をうな
がし、健康に成長するためにサポートをします。
子どもたちは幼稚園で初めての集団生活をするので、将来学校に入った時にま
わりの人達と仲良く共同生活ができるように、習慣やルールを教えます。
体力に自信があって、子どもが大好きなこと、自由な発想が出来る人が向いています。

なるには？

試験・資格

就職できるところ

 幼稚園教員養成課程の
ある大学、短大

公立の幼稚園

幼稚園教論免許（国家資格）

私立の幼稚園

 専門学校

関連する資格：大学や短大、専門学校で勉強し、「幼稚園教論免許」の資格を取ります。仕事しながら通信
教育で勉強する方法もあります。公立の幼稚園に就職する場合は、県の教員採用試験を受か
らなければなりません。私立の幼稚園の場合は、独自に選考して採用します。
関連する仕事：保育士、小・中学校の先生、児童英会話の先生。

小･中学校の先生
どんな仕事？
小学校で国語、算数、理科、社会などの基礎知識や、集団生活に必要なルールを
教える仕事です。授業だけでなく、入学式や就学旅行学、運動会、活動は幅広いで
す。保護者とのコミュニケーションもとても大事です。
中学校ではレベルアップした教育を行います。卒業後の進路指導、生徒の素質を
伸ばしてあげることも仕事です。
外国籍の子どもがいる学校では、言葉のできる先生がいると、子どもの相談相手になることもできます。

なるには？

試験・資格

 小学校 教員 養成 課程 の
ある大学、短大

就職できるところ

小学校教論免許（国家資格）

公立、私立小学校

中学校教論免許（国家資格）

公立、私立中学校

関連する資格：大学や短大で必要な単位をとれば「教諭免許」の資格が取れます。
公立や私立学校で採用試験を受けて合格すれば、先生として仕事をすることができます。
関連する仕事：幼稚園の先生、児童英会話の先生、高校の先生
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美容師
どんな仕事？
シャンプーやカット、パーマやカラーリング、お客様の髪の手入れをするのが仕
事です。最近ではメイクや美顔術も求められます。お客様にあったヘアスタイルや、
お客様の要望に合わせて手がけるので、お客様とのコミュニケ―ションは大事です。
美容師の資格を取得後、美容室に就職してから修業です。お客様のカットができ
るまでは、タオルの選択、掃除、シャンプーをします。カット練習はお店の閉店後
に先輩に教えてくれる美容室が多いです。
手先が器用で美的なセンスがある、立ちっぱなしの仕事に耐える自身がある人が向いています。

なるには？

試験・資格

 美容師養成専門学校

就職できるところ
美容室

美容師免許（国家資格）

関連する資格：厚生労働大臣指定の美容師養成学校で学んでから、「美容師」の国家資格を取ることが必要
です。技術と経験を身につけてから自分の実力次第で独立することも出来ます
関連する仕事：ネイリスト、エステティシャン、リフレクソロジスト、メイクアップアーティスト

メイクアップアーティスト
どんな仕事？
映画やテレビ番組、雑誌、ファンションショーでモデルやタレントに化粧
をする仕事です。ほかにも結婚式場で花嫁のメイクをします。化粧品や肌の
知識が求められます。
出演者の肌、骨格、ヘアメイク、服装によってテーマやイメージが伝わる
ように表現しなければなりません。アシスタントとして経験を積んでからフリーで働く人が多いです。

なるには？

試験・資格

 美容師養成学校のある
専門学校

IBF 国際メイクアップアーティスト
JMA メイクアップ技術検定

 メイクアップスクール

MSOJ 認定メイクアップ検定

就職できるところ
テレビ番組、雑誌、広告、
イベント制作会社、美容室
ブライダルサロン
化粧品メーカー

関連する資格：民間の資格はあります。IBF 国際メイクアップアーティスト、JMA メイクアップ技術検定、
MSOJ 認定メイクアップ検定、いずれかを持つと就職のチャンスが広がります。
関連する仕事：美容師、エステティシャン、ネイリスト

37

」

アクセサリーデザイナー

どんな仕事？
金属、宝石、ビーズ、ガラス、貝、皮などを使ってピアスやペンダンといった
アクセサリーをデザインを考えて作ります。宝石を使ったアクセサリーをデザイ
ンする人をジュエリーデザイナーと言います。宝石の特徴、流行を取り入れなが
らデザインを考えます。
最近は CAD（コンピューター上で設計図をえがくシステム）を使ってデザイン
をする人も増えています。CAD を使えると就職に有利です。

なるには？

試験・資格

就職できるところ
アクセサリーメーカー

 美術系の大学・短大

宝石鑑定士

 デザイン系専門学校

ジュエリーコーディネーター

フリーのアクセサリー
デザイナー

関連する資格：宝石に関する知識なら宝石鑑定士、宝石を買う人にアドバイス出来るジュエリーコーディネ
ーターがあります。
関連する仕事：ジュエリーデザイナー、ファッションデザイナー

ネイルアーティスト・ネイリスト
どんな仕事？
爪の長さを整えて、割れてしまった爪のリペアをして、お客様のニーズに合わせて
色を変えたり、絵を描いたりします。手足のマッサージや足のケアもします。
お客様とのコミュニケーションをうまく取りながら、細かい作業を丁寧にこなしま
す。

なるには？

試験・資格

 ネイルスクール

日本ネイリスト協会技能

 ネイリスト養成講座

検定

就職できるところ
ネイルサロン
エステティックサロン
ブライダルサロン
美容室

関連する資格：国家資格がありませんが、日本語ネイリスト協会技能検定を取ると就職に有利です。
関連する仕事：メイクアップアーティスト、美容師、エステティシャン
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パティシエ・パティシエ―ル
どんな仕事？
パティシエはフランス語でお菓子を作る男性職人で、女性の場合パティシェールと呼
びます。ケーキやクッキー、焼き菓子など洋菓子を専門に作ります。
みんなが好む味を考えながら、スイーツを生み出します。材料の分量や混ぜる順番に
注意しながら生地を作って、焼いて、飾っていきます。材料や飾りに使う材料の知識は
もちろん、限られた時間に数多く、一定の仕上がりが求められます。
長時間の立ち仕事のため、体力に自信がる人、ものつくりが好きな人が向いています。

なるには？

試験・資格

 製菓専門学校

製菓衛生師（国家資格）
洋菓子製菓技術師

就職できるところ
洋菓子店
ホテル
レストラン
洋菓子メーカー

関連する資格：製菓衛生師は、独立する時に必要となります。
洋菓子製菓技能資格は、ホテルやレストランに就職する時に有利です。
関連する仕事：調理師、パン職人、フードコーディネーター。

調理師
どんな仕事？
レストラン、ホテル、食堂でお客様に提供する料理を作ります。提供する料
理のメニュー作り、食材選び、味つけはもちろんのこと、栄養バランスや衛生
にも気をつけます。
日本料理、中華料理、西洋料理などの分野があり、西洋料理を作る人はシェ
フ、日本料理を作る人は板前と呼びます。
立ちっぱなしなので、体力のある人、料理好きな人に向いています。

なるには？

試験・資格

 調理師養成学校

調理師免許（国家資格）

就職できるところ
ホテル、レストラン、
食堂、
病院、学校、など

関連する資格：専門学校で勉強をすれば「調理師」の免許が取得できます。有名なホテル、大手レストラン
で就職したい場合、資格があると有利です。調理師免許がなくてもホテルやレストランで働
くことが出来ますが、一人前と認められるまで数年以上はかかります。
関連する仕事：パン職人、パティシェ、寿司職人。
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すし職人
どんな仕事？
お客さの注文を受けて、カウンターで寿司をにぎる仕事です。食材の知識や、手際よく
握る技術も求められます。ごはんの炊き方、わさびやのりなどにこだわってつくります。
お客様との会話も大事な仕事です。すし職人養成講座もありますが、すし職人の元で修
業をするのが一般的です。最初は皿洗い、掃除や片づけ、2～3 年したら仕入れや仕込み
を覚えます。その後、すしの作り方を教わります。
現在、世界中ですしが大ブームなので、しっかり日本の技術を身につければ、海外でも
活躍出来ます。

なるには？

試験・資格

 すし職人の元で修業
 すし職人養成講座

調理師免許（国家試験）

就職できるところ
すし屋
レストラン
寿司チェーン店

関連する資格：調理師免許
関連する仕事：調理師

パン職人
どんな仕事？
小麦粉、水、塩、イーストなどを混ぜ合わせ、生地をつくり、パンを焼き上げる職
人です。美味しいパンつくるには、材料にこだわって、日々の気温や湿度の変化によ
っても発酵時間を調節しなければなりません。
朝はとても早く、力仕事のため、パン職人の仕事はハードと言われています。体力
に自信がある人で、物作りとパン作りが好きな人に向いています。

なるには？

試験・資格

 製パン科のある専門学校

就職できるところ

パン製造技能士（国家資格）

パン屋

パン屋経営技能資格

パン製造メーカー

食品衛生責任者

ホテル

関連する資格：パン作りの基礎は、パン屋で働きながら教わるか専門学校で勉強します。パン屋で働きなが
ら、夜勉強する人も多いです。「パン製造技能士」の資格を取ると、経験を重ねてパン屋や
ホテルに就職したり、独立して自分のお店を開く時に役に立ちます。
関連する仕事：パティシエ、フードコーディ―ネーター。
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WEB デザイナー
どんな仕事？
WEB サイト（ホームページ）のデザインをする仕事です。画像や文字、動画、音声
を工夫して、会社や製品にあったイメージや情報を分かりやすく整理し、アクセスし
た人が使いやすく、必要な情報を的確に伝えるようにデザインします。高度な技術と、
発想力が求められます。
学校で勉強してから、広告会社や制作会社に就職してアシスタントとして学んでい
きます。プログラマー、グラフィックデザイナーの知識を身につけておくと有利です。

なるには？

試験・資格

 理工 系、 美術 系の 大学 ・
短大、専門学校

就職できるところ

WEB デザイナー技能検定

WEB サイト会社
広告制作会社

 Web デザイン養成講座

関連する資格：大手企業や独立したい場合、WEB デザイナー技能検定などの資格があると有利です。
関連する仕事：CG クリエーター、グラフィックデザイナー、イラストレーター。

自動車整備士
どんな仕事？
車が安全に走行できるように、車のエンジン、騒音、タイヤ、ブレーキを点検し、
故障個所を修理や交換を行う専門技術者です。整備が不十分だと事項を引き起こす
ことにもつながるので、高度な技術、正確さ、知識が求められます。
車が好きで機械に興味があり、細かい故障を見つけられる注意力と、体力に自信
がある人に向いています。

なるには？

試験・資格

就職できるところ
自動車販売会社

 自動車整備士養成講座
（専門学校）、大学･短大

自動車整備士

1～3 級

自動車整備会社
自動車メーカー
ガソリンスタンド

関連する資格：自動車運転免許のほか、「自動車整備士資格」を持っていると有利です。
資格は大きく分けて 1～3 級まであります。専門学校で勉強したり、整備工場で実務経験を
積めば、受験資格が得られます。
関連する仕事：トラック運転手、航空整備士
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看護師
どんな仕事？
医師の指示に従って病気やケガに苦しむ人、妊婦、障害者のケアや治療して
いる患者さんの世話をします。知識や技術、判断力が求められます。
外国籍の人が多く集まる地域では、日本語をうまく話せない外国人が医師と
コミュニケーションが取れません。外国語ができる看護師は困っている人の助
けも出来ます。
夜勤や交代勤務が多いので、この仕事は体力も必要です。現在、就職先はとても多くあります。

なるには？

試験・資格

 看護系の大学･短大

看護師（国家資格）

 看護系の専門学校

准看護師（都道府県知事免許）

就職できるところ
病院
診療所、クリニック
福祉施設

関連する資格：国家試験を受験するには、外国人は日本語能力検定 N1 が必要です。
関連する仕事：保健師、助産師、養護教諭

訪問介護員（ホームヘルパー）
どんな仕事？
身体が弱ったお年寄りや、体に障害がある人の生活支援をする仕事です。日常生
活でできないこと、例えば入浴、トイレ、在宅だったら掃除、選択、買い物を代行
します。精神的に支えることも仕事です。介護の専門知識と技術が求められます。
仕事は福祉施設だけでなく、訪問介護サービスでお年寄りや身体障害者のいる家
をまわって介護をします。
人と接することが好きで、体力に自信がある人が向いています。就職先は多くあります。

なるには？

試験・資格

 介護職員初任者研修

ホームヘルパー

 実務者研修

（1 級～2 級）

就職できるところ
高齢者施設
障害者施設
訪問介護ステーション

関連する資格：介護職員初任者研修を受けないと仕事することができません。
講座を受けるとヘルパーの資格を取ることが出来ます。
ホームヘルパーとして 3 年続けて働くと「介護福祉士」の受験資格が得られます。
5 年続けて働くと「ケアマネジャー」の受験資格が得られます。
関連する仕事：介護福祉士、ケアマネージャー
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介護福祉士
どんな仕事？
人体的、精神的な障害により日常生活行動、例えば入浴、食事、トイレなどの
助けがないとできない人に対して介護し、生活ができるように手助けします。
専門知識を活かして、ホームヘルパーの管理や指導を行なったり、介護される
人を抱える家族のアドバイスや精神的ケアを行います。
高齢社会を迎える日本において必要な人材であり、これから外国人の高齢者もだんだん増えていきます。

なるには？

試験・資格

 福祉系大学･短大
 介護福祉養成講座

介護福祉士(国家試験)

 介護実務経験 3 年以上

就職できるところ
高齢者施設
障害者施設
病院など

関連する資格：介護福祉養成施設で 2 年間勉強して卒業するか、または、福祉系の大学や養成施設を卒業後、
介護福祉養成施設を卒業後、1 年間勉強すれば資格が取れます。
介護の実務を 3 年間以上経験してから、国家試験に合格して資格を取る方法もあります。
老人ホーム、病院、介護支援センターに就職するのに資格があると有利です。
関連する仕事：ホームヘルパー、ケアマネージャー

作業療法士
どんな仕事？
身体や精神に障害を持ち、日常の行動が出来なくなってしまった人にリハビリを
します。患者さんの障害を理解し、例えば障害が残ってしまった人には、利き手と
逆の手を訓練するなど、残された機能を使ってできる方法を考えます。絵画や手芸、
趣味的なことで楽しく行うリハビリも工夫します。
障害の種類もたくさんあるので、一人一人に対するきめ細かいフォローや精神的なケアが必要です。

なるには？

試験・資格

 作業療法士養成大学

就職できるところ
リハビリセンター

作業療法士（国家試験）

 作業療法士養成専門学校

病院
高齢者施設
障害者施設

関連する資格：国家試験を受けるには、文部科学大臣や厚生労働大臣に指定されている大学や養成校で
3 年以上勉強し、外国人は日本語能力検定 N1 に合格することが必要です。
関連する仕事：看護師、理学療法士、整体師
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