
Come on!
 Join us!

Register 
   for the course 

NOW!
Send us an e-mail first

welljim@wellconsul.co.jpwelljim@wellconsul.co.jp

April,2016April,2016

FAX：0743-55-0120 Searchウェル  グループ

ウェル日本語学院
0120-500-568

がくいん

TEL:0743-51-0230

にほんごうぇる

Toll-free number

Start !Start !

See the backside for more details.

Japanese
Lesson

Let’s Start!Let’s Start!

お申し込みは

今スグ！

まずは
メールで
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目標  GOAL

Japanese language proficiency test : N2

もくひょう

目標  GOAL

Japanese language proficiency test : N1

もくひょう

日本語や日本文化に興味のある方、サロンで楽しくおしゃべりしませんか？
Are you interested in Japanese /Japanese culture?
Come and talk in Japanese just for fun!

EVERY SUNDAY Smile Salonにこにこサロン♪
誰でも参加OK!Welcome all people10:00 ～12:00

500 yen
/lesson

1日3コマ (全22日）3ヶ月
①   9:30～10:15
② 10:20～11:05
③ 11:15～12:00

① 13:30～14:15
② 14:20～15:05
③ 15:15～16:00

(全44日）6ヶ月1日3コマ

(全88日）予定1年

介護職員初任者研修の
資格取得に挑戦できます

介護福祉士の
資格取得に挑戦できます

このレベルで

このレベルで

このレベルで 看護師の資格取得に挑戦できます
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にほんご にほん ぶんか きょうみ かた たの

日本語能力試験：N3合格
にほんご のうりょく しけん ごうかく

日本語能力試験：N2合格
にほんご のうりょく しけん ごうかく

日本語能力試験：N1合格
にほんご のうりょく しけん ごうかく

にち
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かげつ ぜん にち

かげつ ぜん にち

ねん ぜん にち よてい

かんごし しかく しゅとく ちょうせん

しかく しゅとく ちょうせん

しかく しゅとく ちょうせん

かいご ふくしし

かいご しょくいん しょにんしゃ けんしゅう

しけん もうしこみ しめきり しけんび
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しけん もうしこみ しめきり しけんび

しけん もうしこみ しめきり しけんび

Qualification Acquisition Courseこうざ

資格取得講座
しゅとくしかく



第
一
回

FAX：0743-55-0120 Searchウェル  グループ

ウェル日本語学院

0120-500-568

がくいん

Kenshu(Study )Center

TEL:0743-51-0230

にほんごうぇる

Well Japanese Language School

Toll-free number

〒639-1052奈良県大和郡山市外川町76-1
76-1, Togawa-cho, Yamatokoriyama-shi , Nara

School 大阪市大正区三軒家東1丁目12-7 
12-7 1 chome, Sangen-ya higashi, Taisho-ku, Osaka

〒551-0002

介護福祉士コース 看護師コース
＜受講資格

母国での看護師資格

初任者研修をお持ちの方

これから介護士になりたい方

日本語講座+実務経験3年間を、働きながら学べます。

日本語講座を受け、働きながら学べます。

Nurse courseCertified care worker course

Individual who finished Japanese induction training

You can study while working!

Individual who wants to be Care Worker

You can study while working!

Requirement＞

働きながら資格を取得できます！！
You can get the license while workingWe will support you to get the license.

資格取得をサポートします。

働きながら学ぶ
かんごし

Friend Koriyama
 Kenshu Center

Here
Esso

Gyomu
Super

↓Kashihara Jingu

Kintetsu 
Koriyama  
station

JR  Koriyama  
station→

Kintetsu 
Line

↑Saidaiji 

Route 24→ 

Bus 
Stop
Taishokkan 

Family Mart

McDonald’s

↑Dai-ni Han-na

Lawson

SUBWAY・JR

TAISHO
Taisho ekimae

Taisho bashi

Taisho Office

Scholarship system
Dormitory

We 
have

Applications and inquiries

welljim@wellconsul.co.jp
(奨学金制度）

(寮）
面接があります。
You need to pass an interview.

かいご　ふくしし

めんせつ

しょうがくきん　せいど

しかく　しゅとく はた しかく しゅとく

にほんご こうざ う はたら まな

しょにんしゃ けんしゅう も かた

Registered Nurse License 
　　in your country
Registered Nurse License 
　　in your country

ぼこく かんごし しかく

じゅこうしかく
かいごし かた

にほんご こうざ じつむ けいけん ねんかん はたら まな

Study while working

はたら まな

近鉄橿原線　近鉄郡山駅下車　徒歩15分
きんてつかしはらせん きんてつこおりやまえきげしゃ とほ ふん

地下鉄･JR　大正駅下車　徒歩5分
とほ ふんちかてつ たいしょうえき げしゃ
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Secretariat Division

TEL:0743-51-0230

にほんごうぇる

Well Japanese Language School

Toll-free number

〒639-1052奈良県大和郡山市外川町23-1
23-1 Togawa-cho Yamatokoriyama-shi Nara

School 奈良県大和郡山市外川町76-1 
76-1 Togawa-cho Yamatokoriyama-shi Nara

〒639-1052
o f f i c e

E mail: welljim@wellconsul.co.jp

日本語教室申込書／Application for Japanese Language Class
Fill in the blanks and send this by FAX or Email.

FAX：0743-55-0120
(or send us an Email with the same contents)

にほんご もうしこみしょきょうしつ


