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技能実習生は

アルバイト禁止です。

他人に誘われても絶対にアルバイトをしてはいけません。

「技能実習生」はアルバイトをしてもいいですか？
⇒本来の技能実習に専念しなければならないため資格外活動は許可されませ
ん。

もしアルバイトをしている事実が判明するとどうなりますか？
⇒資格外活動罪(入管法73条)となり、処分されます。

・無許可で資格外活動を専ら行っていると明らかに認められる外国人は、3年以下の
懲役若しくは禁錮又は300万円以下の罰金に処する。
・無許可で資格外活動を行っている外国人は、1年以下の懲役若しくは禁錮または
200万円以下の罰金に処する。

「留学」や「家族滞在」などの非就労ビザを持っている外国人はアルバイトをし
てもいいですか？⇒与えられた在留資格外の活動となるので、一般的には「資
格外活動許可」を取得する必要があります。



新型コロナウイルス感染症の集中対策期間 （4/8 ～5/6 ）
新型冠状病毒 集中对策期间（4/8周三～5/6周三）

Khoảng thời gian tập trung các biện pháp mạnh đẩy lùi 
dịch bệnh 8/4 → 6/5

感染者を増やさないためのお願い
１．急ぐ必要のない外出をひかえてください。

２．繁華街の接客をともなう飲食店への

外出をひかえてください。

３．仕事へ行く時間の調整

４　ソーシャルディスタンシング

请求事项
１.请尽可能不要外出

２.请尽可能不要去热闹商圈的餐厅， 
酒吧，居酒屋等带有人员服务餐饮店

３.请错开上班时间

４.请保持社交距离

Yêu cầu cấp thiết
1. Hạn chế ra ngoài trừ trường hợp cấp thiết

2. Tránh lui tới các khu phố đông đúc, 
tập trung nhiều hàng quán

3. Chia và giãn cách giờ đi làm
4. Giữ khoảng cách xã hội



　　　　～あなたの「心とからだ」
　　　　　　　　　気になることの対処法～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Vol.5
心とからだはお互いに関係があり、症状が心に現れたり、体に現れたりします。
つらい状態が続くときは病気の心配も考えられます。頑張りすぎないで、生活指導員や通訳に 相談しましょう。

不管任何一项，如果症状及不适状态长久持续就应该警惕患病。不要自己硬撑着，最好向生活指导 员或翻
译咨询。

Trong bất kỳ mục nào, nếu các triệu chứng và trạng thái đau khổ vẫn tiếp tục thì có khả năng bị  bệnh. 
Hãy tham khảo ý kiến với người hướng dẫn sinh hoạt và người phiên dịch chớ đừng gắng sức quá độ.

からだ
首、肩が凝ったり、背中や腰が痛くなったりする
→片寄った筋肉の使い方をしていませんか？　全身の筋肉をほぐすには、ストレッチや
ウォーキングなど軽い運動を心がけましょう。休日は気分転換もかねて、卓球やサッカーなど
全身を使うスポーツを楽しみましょう。

脖子肩膀酸痛，后背和后腰疼。
→是否是因为习惯一边用力而造成的？要想让全身的肌肉得到放松，最好
做些伸展运动或健走等轻度的运动。休息日作为转换心情的一种方式，打打
乒乓球或踢踢足球等，这些运动都可以活动全身筋骨。

Mỏi cổ, đau vai, đau lưng, đau hông
→ Bạn có sử dụng các cơ sai lệch một bên không? Để nới lỏng các cơ bắp của toàn bộ cơ thể, bạn hãy 
cố gắng tập thể dục nhẹ như kéo dài thân thể và đi bộ. Ngày nghỉ, hãy chơi các môn thể thao sử dụng toàn 
bộ cơ thể, chẳng hạn như bóng bàn và bóng đá.

こころ
孤独な感じがして、気持ちが落ち込む
→家族や友達に会いたくてホームシックになっていませんか。ただ寂しいという場合もありますが、
心を許して話せる相手がいないときは、多くの人は孤独な気持ちになるものです。
話しを聴いてもらうことで気持ちが楽になり、気分が晴れることがあります。家族や友達と
電話で話しましょう。実習生同 士でおしゃべりをするのも効果的です。

感到孤独，情绪低落
→也许会因想念亲人或朋友而想家。有时会感到寂寞，但如果没有一个无话不谈的
知心朋友，很多人都会产生孤独的心 情。能有一个倾听自己说话的人，自己也会轻松，心情开朗希望多和
家人或朋友通电话。实习生朋友之间多聊天儿也是 很有效果的。

Cảm thấy cô đơn, buồn bực
→ Bạn có nhớ nhà và mong muốn được gặp gia đình và bạn bè không? 
Có những trường hợp chỉ là buồn bã, nhưng cũng có trường hợp không có người nào 
thân thiết để thổ lộ tâm sự nên nhiều người có cảm giác cô đơn. Có người nào nghe 
mình tâm sự thì mình cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng hay sảng khoái. Hãy nói chuyện
 với gia đình và bạn bè qua điện thoại. Một cuộc trò chuyện giữa các thực tập sinh 
với nhau cũng có hiệu quả.
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新型コロナウイルス感染拡大への対応について

　新型コロナウイルスの感染拡大が社会生活に様々な影響をもたらしています。

　新型コロナウイルスに関連して技能実習生を含む従業員が休業した場合、休業手当

の支払は必要でしょうか。

　感染の有無は不明であるものの、咳や発熱などの症状がある従業員が自主的に欠

勤する場合には、通常の病欠と同様の扱いであり、使用者には休業手当の支払義務

は発生しません。

他方で、使用者の判断によって休業させる場合には、休業手当を支払う必要があり

ます。なお、万が一、感染が確認され、道知事が行う就業制限により休業する場合には

、使用者が休業手当を支払う必要はありません。この場合は、被用者保険の傷病手当

金の受給要件や手続を保険者に確認しましょう。

実習生の出入国への影響も気がかりです。

　報道によれば、出入国在留管理庁は、在留期間満了にも関わらず帰国が困難な技能

実習生に対し、短期滞在等への在留資格変更を可能にする救済措置を講じます。従前

と同一の実習実施機関であれば、稼働も認められます。技能実習２号、３号に移行する

ための検定が未実施の技能実習生にも救済措置が講じられるようです。

　一刻も早い収束を願いつつ、最新の情報に注意したいものです。


