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会社概要

ボーダレス・ジャパンは、2007年創業以来

貧困問題や環境問題などの『社会問題』

を解決するため様々な事業に取り組んでいます。

（2021年現在13ヶ国38事業）

受賞歴・メディア掲載
■日経ビジネス

   『世界を動かす日本人50人』

   代表　田口一成が選出

■GOOD DESIGN

   AWARD 2019

   「ビジネスモデル」受賞

■第9回「日本で一番大切にしたい会社」大賞

   審査委員会特別賞

■日経スペシャル

   「カンブリア宮殿」

   「ガイヤの夜明け」出演

会社名：株式会社ボーダレス・ジャパン

創立： 2007年3月

代表取締役社長：田口一成

資本金：1,000万円

従業員：計1,335名

会社概要

BLJ Bangladesh Co.
バングラデシュの就業困難な人々に
雇用をつくる

タベモノガタリ
産地フードロスをなくす八百屋

ハチドリ電力
地球温暖化を防ぐCO2を出さない
電力販売
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事業紹介

実習現場で日常的に起こる「コミュニケーションのすれ違い」は表面

化しにくく、大抵の場合は見過ごされています。

しかし、一日一日と積み重なった小さなズレは、事故やトラブル、実習

生の孤立、失踪という形で現れてしまうことが少なくありません。

これらの問題は「たった一つの言葉」「たった一つの常識」を知ってい

れば防げるはずなのです。

だからこそ私たちは、実習現場で使える日本語会話力の向上に特化

し、実習生一人ひとりに寄り添って日本語教育を提供しています。

「日本に来てよかった」をつくる。

すべての技能実習生が安心して働ける社会へ。
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技能実習生に特化した《オンライン日本語教育》を通して

実習現場でのすれ違い・トラブルを解決しています。

「コミュニケーションのすれ違い」を解決し、実習生・日本人社員が安

心して働ける職場環境をつくるため。日本を選んでくれた実習生が、

能力を存分に活かし会社の一員として輝けるように。私たちは日本語

教育を通して全力で実習生と企業様をサポート致します。



プ ロ グ ラ ム の 特 徴

勤務状況に合わせて授業日時を調整

土日祝日を含む、9:00~22:00の間で授業日時を調整
します。
出勤日の変更や残業等で授業に出席できなかった場合
は、別日で受講すること、または収録した授業動画で学
習することが可能です。
※授業はパソコンやスマートフォンのビデオ通話を使用してオンラインで

   行います。（Zoomアプリ使用）

細やかな進捗報告体制

実習生一人ひとりの状況を把握する為、以下のデータを
レポートにして企業様、監理団体様にお渡しします。

①講座開始・終了時に行う日本語能力診断テスト結果 

②毎回の授業を通して見える学習意欲や、伸びしろ

加えて今後の効果的な指導法についてもお伝えします。

学習意欲を高める会話中心授業

一人ひとりの個性を見極め、関係性を築きながら授業を
進めるため、実習生のペースで継続的に学習できます。

また、実習生同士で会話練習をするペアワークや講師と
の質疑応答など、双方向にコミュニケーションをとる授
業設計となっています。
そのため、アプリや自習、地域の日本語教室で学習意欲
が続かなかった実習生も楽しみながら日本語を習得す
ることができます。
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授業を通して身に付く力

礼儀・習慣

異なる文化で生活してきた実習生が日本
の職場で日本人と協力して働くため
職場で求められる、礼儀・習慣・考え方
を育てます。
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職場で使える
会話力

実習生が職場にて円滑にコミュニケーション
を取れるように

①聞いて理解する「聴解力」
②理解し考えたことを伝える「口頭表現力」

を育て職場で使える会話力を身に付けます。

会話力

対話式授業 “働く心得”授業

仕事の場面を想定した会話文を中
心に文法・文型を、実践に近い形で
学習します。　学習した文法・文型
をペアワークで実際に使いながら身
に付けてゆきます。

“働く心得”特別授業では、
職場において日本人特有の
マナーや礼儀が求められる場
面を取り上げ、実践的に学び
ます。



コ ー ス 設 計
本プログラムは、能力測定の尺度としてCEFR(語学コミュニケーションの能力別
のレベルを示す国際標準規格)を採用し、以下の評価基準で各コースが設計され
ています。
実習生が受講するコースは『職場で使える会話力』を中心とした以下3つの力に
基づき、決められます。

①話される言葉を聞いて内容を理解する聴解力
②理解したことをもとに考え、日本語で伝える口頭表現力
③働く際の礼儀やマナー、考え方、習慣を理解する働く心得の習得力

JLPT

N2

N4

N5

中上級

中級

初中級

初級

CEFR 当社

・自分の専門分野の技術的な議論も含めて、抽象的かつ具体的な話題の
複雑なテクストの主要な内容を理解できる。

・お互いに緊張しないで母国話者とやりとりができるくらい流暢かつ自然。

・かなり広汎な範囲の話題について、明確で詳細なテクストを作ることがで
き、さまざまな選択肢について長所や短所を示しながら自己の視点を説明
できる。

・仕事、学校、娯楽で普段出会うような身近な話題について、標準的な話し
方であれば主要点を理解できる。

・その言葉が話されている地域を旅行している時に起こりそうなたいていの
事態に対処することができる。

・身近で個人的にも関心のある話題について、単純な方法で結びつけられ
た、脈絡のあるテクストを作ることができる。経験、出来事、夢、野心を説明
し、意見や計画の理由、説明を短く述べることができる。

・ごく基本的な個人的情報や家族情報、買い物、近所、仕事など、直接関
係がある領域に関する、よく使われる文や表現が理解できる。

・簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄についての情報交換に応じ
ることができる。

・自分の背景や身の回りの状況や、直接的な必要性のある領域の事柄を
簡単な言葉で説明できる。

・具体的な欲求を満足させるための、よく使われる日常的表現と基本的な
言い回しは理解し、用いることもできる。

・自分や他人を紹介することができ、どこに住んでいるか、誰と知り合いか、
持ち物などの個人情報について、質問したり、答えたりできる。

・もし、相手がゆっくり、はっきりと話して、助け舟を出してくれるなら簡単な
やり取りをすることができる。

B2

B1

A2

A1
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上級

N3



各コースの目標と学習内容
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学習内容

初めて会う人に自己紹介できる

わからないことは自分から聞く姿勢を
覚える
何がわからないのか言えるようになる

休みの日にしていることや
好きな食べ物が説明できる

業務終了の報告ができる
物の特徴を説明したり確認できる

家族のことを説明できる
他の実習生がどんな人か説明できる

何時に会社に行くか説明できる
頼まれた仕事が何時までに終わりそうか
説明できる

正しくお礼を言えるようになる
（お礼の言葉と姿勢）

物がどこにあるのか説明できる
他の実習生や社員が今どこにいるか
説明できる

・～は、～です
・名前、年齢、出身、属性の説明
・数字の数え方

・～はどういう意味ですか？
・はやくてわからないです
・もう一回お願いします
       

・～は、～が好きです/あまり好きではありません
・～ます（趣味嗜好に関わる動詞表現）
・頻度の表し方

・動詞（過去形）の使い方（～ました）
・細い、長いなど状態を表す形容詞

・～は～です
・親族の呼称
・人の数え方

・動詞（現在形）の使い方～ます
（生活について話すときに使う動詞表現）
・いつ、どこで、誰と何をするかの説明

・お忙しいのにすみません。
・お忙しい中ありがとうございます。
・昨日は/先ほどは ありがとうございました。
とても助かりました。
・〇〇さんのおかげで～

・～があります（か？）、～がいます（か？）
・～がありました（か？）、～がいました（か？）
・形容詞を使った過去形

文型・文法事項
仕事や生活で使える

タイミング

初級コース(N5前半)

いつ、どこで、誰が、何をしたのか表現できるようになる。
頼まれた仕事についてゆっくり説明されればわかるようになる。



学習内容

誘う・すすめる・
申し出る

私の家族

働く心得③

私のしたいこと

きまり

忙しい毎日と
大変な仕事

働く心得④

気をつけること

ドライバーを持ってきますか？
など自ら申し出ることができる

今何の作業をしているか説明することが
できる
自分の家族について話すことができる

正しく謝罪ができるようになる
（謝るときの言葉と姿勢）

自分の意思や希望を言うことができる
その作業をしたことがあるかどうか言うこと
ができる

注意や指示を理解することができる
するべきこと、してはいけないことを
確認することができる
お願いや依頼ができる

義務ややるべき仕事を言うことができる
してはいけないことを理解できる

指示の詳細を聞くことができる
（道具の名前や種類、特性があることを
理解する）

望ましい行為を理解すること
および自ら確認することができる

・「～ます」の各種の形を使った表現
・～より～の方が…（比較）

・ています-動詞、現在進行形
・容姿や性格を表す形容詞

       

・先ほどは～してしまい本当に
すみませんでした/申し訳ありませんでした。

・～たいです、～たいと思っています
・～たことがあります、～たことがありません

・～てください
・～ても良いです/～してもいいですか
・～てはいけません/～したらだめですか

・～ないといけない/～ないとだめ
・～ないでください/～たらだめ

・それは～ということであっていますか？
・～しようと思いますが大丈夫ですか？
・5W1Hを使った質問で問い返す
（どの～ですか？、誰に～したらいいですか？、
どこに～したらいいですか？）

・～た方がいいです/～た方がいいと思います/
～た方がいいですか
・～ない方がいいです/～ない方がいいと
思います/～しない方がいいですか
・～たり～たりします

文型・文法事項
仕事や生活で使える

タイミング

指示の詳細を確認できるようになる。 
仕事でのミスコミュニケーションが減り、依頼された業務を
基本的に問題なく終わらせることができる。

初中級コース(N5後半)
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各コースの目標と学習内容



学習内容

作業の仕方

業務の感想

働く心得⑤

私の将来

できること・
できないこと

仕事の報告

働く心得⑥

親切・手助け・
お礼

「右手で押さえながらネジを回して」など、
複数の行動について理解できる

「早く作業することはむずかしいです」など
作業について細かく説明することができる

丁寧にお願いすることができる

いつまで日本で働きたいかなど
将来についての表現ができる

「この作業はできます。」「重くて持ってこれま
せん。」など、できることと、できないことを表現
できる

「電気をつけようとしましたが、つきませんで
した。社長に報告しておきます」のように
上手くいかなかったことに対して、今後どうす
るか報告や確認ができる

不安なことをそのままにせず、確認をする。
恐れずに聞くことができる

「やり方を教えてもらいありがとうございまし
た」と感謝を丁寧に示せる

・～たら
・～ながら
・～てから
・～とき

・～（する）こと
・～（する）の

       ・～てもらえませんか　
・～ていただけませんか　
・～てもらうことはできますか　
・今少しいいですか？
・ちょっといいですか？

・～つもりです
・～と思います
・～かどうか（まだ）わかりません
/決めていません
・～かもしれません

・～できる/～できない
・～れる/～れない などの可能表現

・～ようとしても
・～ておきます
・いいですか？/大丈夫ですか？（確認）

・～であってますか？
・～で大丈夫ですか？
・何度もごめんなさい。
・度々申し訳ないです。

・～てもらう
・～てくれる

文型・文法事項
仕事や生活で使える

タイミング

中級コース(N4)
他の人の行動や、身の回りの状況を説明できるようになる。
業務を指示通り遂行することができるようになり、何か問題や
トラブルが起こったときもしっかりと説明することができる。

各コースの目標と学習内容
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学習内容

複数の作業

伝言

次にやる作業

仕事のルール

仕事のお願い

仕事の感想

仕事の指示

今後の目標

「最初にネジを締めることで板が落下しません」
などどのような順番で作業をするのが効率的か
理解できる

他の実習生や社員から伝言を頼まれたときに
しっかり伝えることができる

これからやる仕事について伝えることや、
手伝ってもらいたいときに
丁寧にお願いすることができる

会社や仕事の細かいルールや指示について
理解することができる

「手伝ってもらいたいです」など
丁寧な言い方で仕事をお願いすることができる

今の仕事が難しいのか簡単なのかなど、
仕事に対してどう思っているか
伝えることができる

命令表現で頼まれた仕事に対しても、
間違えずに理解することができる

日本にいる間に達成したいことや、
帰国してからやりたいことの詳細を
伝えることができる

・～そう
・～ば
・～ことで
・～ようになる

・～によって
・～ように
・～によると

・～ようと思っている
・～ばいい
・～てくれる
・～つもりです

・～こともある
・～感じだ
・～を通して
・～（し）ないと

・～てくれました
・～てもらいました
・～でも（1人でもとか）
・～に関係なく

・思ったよりも～です
・～のに
・～ても
・～ばかり

・疑問詞＋助詞～ばいいか
・命令表現（覚えなさい）
・～ようとしても できない
・～ことにした

・～ておく
・～だけじゃない
・～始める/～続ける/～終わる

文型・文法事項
仕事や生活で使える

タイミング

中上級コース(N3)
複雑な仕事や複数の業務において要点を理解しミスなく仕事を
遂行でき、他の人へ依頼・伝言ができるようになる。
難しい話題に対しても自分の意見を述べられるようになる。

各コースの目標と学習内容



授 業 の 流 れ
学習したことを職場にて使えるようになるために「ペアワーク」や「質疑応答」
などの双方向のコミュニケーションを中心に授業を設計しています。

授業開始

授業終了

項 目 内 容
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使 用 教 材

授業では、『職場で実際に話される会話』を中心に設計・開発されたボーダレ
ス・ジャパンオリジナル教材を使用しています。
教材は、実際の実習現場にて必要な語彙・フレーズ、仕事を円滑に行う上で身

に付けるべき礼儀・習慣を調査し、開発しております。

文法・文型は一般教科書「まるごと」 「NEJ」「NIJ」を参考に作成しています。

初級・初中級コース
「NEJ テーマで学ぶ基礎日本語vol.1」（Unit1～Unit12）
「まるごと 日本のことばと文化」（初級1 A2 かつどう）
を参考に作成しております。

中級コース
「NEJ テーマで学ぶ基礎日本語vol.2」（Unit13～Unit24）
「まるごと 日本のことばと文化」（初級2 A2 かつどう）
を参考に作成しております。

中上級コース
「NIJ テーマで学ぶ中級日本語」（Unit1～Unit12）
「まるごと 日本のことばと文化」（初中級 A2/B1）
を参考に作成しております。

ボーダレスジャパン オリジナル教材
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無料講座について

全12回 全16回

JLPT

60分/回,週2回授業
土日祝日含む9:00～22:00対応

ボーダレス・ジャパンでは、
一人でも多くの実習生が事故やトラブルにあうことなく

安心して実習を続けられるように
国籍・職種・日本語レベルを問わず全国の実習生に

無料講座をお届けしています。

無料講座では、授業料およびテキスト代など含め
全て無料で受講いただけます。

無料講座は、振り分けられたコース内の
全8回の授業から構成されています
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無 料 講 座 受 講 ま で の 流 れ

お申込み受付
下記にご連絡いただき、「無料講座」受講希望の旨をお伝えください。

電話番号：092-292-5791（平日10:00～18:00）　担当：相原または白石

日本語能力の確認とレベル分け
実習生に日本語能力診断を受けて頂き、現在の日本語レベルを確認します。
それぞれの日本語レベルにあったクラスをご案内致します。

事前打ち合わせ
授業の詳細を共有させて頂きます。
また、参加を希望する実習生の人数・国籍・ご希望の日時および「実習生と働
く上での課題感や理想」についてお伺いします。

無料授業開始
各レベルに分かれて授業にご参加いただきます。
（頻度：2回/週（計8回）60分）

講座終了
実習生ごとにレポートをまとめ共有致します。
講座終了時に受ける日本語能力診断の結果と、授業を通して見えてきた実習
生の伸びしろや今後の効果的な指導法についてお伝えします。
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継続を希望する場合の費用

60分/回,週2回(月8回)

1人当たり 5,000円/月(+税)

継続を希望する企業様へ

継続される場合は、無料講座終了時点での
授業内容から引き続き受講できます

無料講座のみの受講も可能です

※費用には 授業料・定期報告レポート費用等全て含まれています

※テキストはデータでお渡し致しさせて頂いております

　郵送を希望の方は印刷代・送料(税込500円)のご負担をお願いしています。



お 申 込 み に つ い て
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お申込みをご希望の方は、
下記電話番号にご連絡いただき

「無料講座」受講希望の旨をお伝えください。

【受付時間】 平日10:00～18:00 担当：相原または白石



代表の想い

私はベトナムのダナンで、日本で働く前の技能実習生に対して日本語を教えていました。

そこで出会ったベトナムの人達は日本で働くことをとても楽しみにしていました。

しかし働き始めた後、日本語がうまく話せないことで会社の人と意思疎通ができずにもめてしまった

り、地域の人と仲良くなれないことで日本人の友達もほとんどいない現状を知りました。

日本を選んで、日本で働きたいと思って来日したにもかかわらず日本語が話せないことで苦しい思

いをしてしまう実習生がいることはとても悲しく、日本で働く実習生に対して日本語教育事業を始め

ることを決意しました。

一人でも多くの実習生が「日本に来て良かった」、一社でも多くの企業様が「実習生を受け入れて

良かった」と思えるよう誠心誠意、取り組んでゆきます。 ご連絡を心よりお待ちしております。

相 原 恭 平
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