
実習生のみなさん        အလပု္သင မ္်ားသ ႔ု 

にげる まえ   မေျပ းခငမမွာ      

ちょっと まって！းနေလ ေစွာခင့္ပ ပါအ ！ 

そうだんしましょう 
တ အခငပခငေဆ  ေ    ေႏေပွာခင 

だまされない လမည့္ငျ ွာ မးမးါႏေပွာခင！ 

「もっとお金もらえる」 「難民申請できる」 

「簡単」・・・悪い人がいます。こういう誘いに乗らないで。 

「ပ အေငဆါပ အႏမယင」 「ဒအေၡသညငးါယလူ အ႔ႏတယင」 
「လ ယငေူတယင」・・・ပ ့္လ အမေေွာခင တ ့္သူေတ ႏမ တယငယ္။ 
ပ ့္လ အမ    ျမ ႇဴဆ ယငႏခငမယါအ ေညငပ  မခင့္ယ္။ 
 

だいじょうぶ！ မစ အ ႏ မငပ န ႔/စ တငမပူပ န ႔ 

「クミアイが恐い」  「帰国させられる」 「お金が 返せなくな

る」・・・ とても恐いですね。でも、 

「そうだん」すれば守ってくれます。 

「ေအမ ပပီေ အေ ေွာေငတယင」  「ေ အယင့္  အခငခါေ အျပနငပ အ႔းါႏမယင」
「ပေႂေ  ျပနငမဆပင  အခင  ေနလ မင့္မယင」・ ・  ပလ နငေ ေွာေငစႏွာပ ေနွာငယ္။ ဒ ေပမ ့္ 「တ အခငပခငေဆ  ေ   မး」
ျပ လမ ခငေွာေ ယငေပ ပ လ မင့္မယငယ္။ 
逃げるとビザがすぐに取り消される場合があります。 

先に連絡しておけば、入管が手続きしてくれます。 

ထ ေငေျပ လမ ခင ီဗွာေ အး ေငး ခင  အပငသ မင းါႏျးခင လ ႏမ   အခငပ တယငယ္။ 
ဂ ပနငလူဝခငမးႀေီ  ေပငေႏ းွာန(လဝေ) 
ေ အဆေငသ ယငမးႏမ ထွာ ပ ေေဆွာခငႏ ေငေပ ပ လ မင့္မယငယ္။ 
 

しょうこ だいじ！  

သေငေသပေထွာေငပထွာ  ပေႏ ႀေ ီပ တယင! 
給料や残業など証拠を集めておきましょう。 給料、残業時間など

紙に書いたもの、写真、録音もとりましょう。 

လစွာ မခင့္ပး  နငပ အေ ေ တ အ႔ႏ ႔သေငေသျပ  အခငမ ့္ပႏွာမ ွာ ေ အစအေစွာခင ထွာ ပ ယ္။ 
လစွာ,ပး  နငပ အဆခင တ ့္ပလအပငး  နငမ ွာ ေ အစွာႏ ေငန ႔ေႏ မမတငျးခင ,ဓ တငပအါ  အေငထွာ ျးခင ,ပသါသ ခင ထွာ ျးခင မ ွာ ျပ လအ
ပ လအပင ေပ ယ္။  

ミ ャ ン マ ー 語

မြန်ြာဘာသာ 



実習生を保護する法律ができました。
ပလအပငသခငမ ွာ ေ အေွာေ ယငေပ ႏနင္ပေဒထ ေငေနပ ပပယီ္။ 
2017 年 11 月から「技能実習法」ができました。外出の自由や寮費のこと

など詳しく決まっています。強制帰国は不正になります。会社に対して罰

則も厳しくなりました。すでにいる実習生にはビザの更新時から適用され

ます。 

၂၀၁၇ မစင၁၁လစစ၍「ပလအပငသခငေွာေ ယငေႏ ္ပေဒ」ထ ေငေနပ ပပီယ္။ 
လ တငလပငစ ွာပျပခငထ ေငး ခင့္ ,ေ နထ အခငသညင့္ပေဆွာခငေး   
စသညငျ ခင့္ပေသ စ တငသတငမမတငထွာ ပ သညငယ္။ 
ပတခင ပေ ပင(မ မ ၏သေ ွာတူညီမးမႏမ   )မ းခင  အခငခါသ အ႔ျပနငပ အ႔ျးခင သညငတႏွာ မဝခငေတွာ့္ပ ယ္။,့ျပနငပ အ႔ျးခင လအပငလ အ႔မႏပ 
) 
္ပေဒး    ေ ွာေငတ ့္ေအမမၸီေ အလ ျပစငဒ ၸငး မမတငမညငျ စငပ သညငယ္။ 
ယးအလေငႏမ ပလအပငသခငမ ွာ လ  ီဗွာသေငတမင တ အ း  နငမမစပပီ း္ပေဒေ အပသါအ း   အခငပ သညငယ္။ 

実習生に申告権(告発)ができました。ပလအပငသခင(မ မ )ေ အယငတ အခငလ တ အခင ေွာ စွာပ အ႔  အခငပ သညငယ္။ 

母国語で相談できます。 မ းခင ွာသွာစေွာ ျ ခင့္တ အခငပခငေဆ  ေ     အခငပ သညငယ္။ 

実習機構の母国語相談から書き込むことができます。 

https://www.support.otit.go.jp/soudan/mm/ 
技能実習機構 

နညင ပညွာပလအပငသခငတနင ႀေီ  ေပငေႏ ေေွာငမတ ီ(Ginou JitShuKikou) 

日本人に頼むこともできます。ဂ ပနငလူမ    ဆပီေူညေီတွာခင ဆ အလ အ႔လ ႏပ သညငယ္။ 

労働基準法は全国の労働署で、母国語で申告(告発)することができます

が、本人がしなければなりません。実習生は労基法も入管法も違反があれ

ば訴える(申告)ことができるようになりました。委任状があれば誰でも代理人

になることができます。このリーフはそのために作成しました。 

ဂ ပနင  အခငခါႏမ  မညငသညင့္ ပလအပငသမွာ ္ီ စီ းွာန,
့ေေွာငမတီ၏ပမ  ႔နယငႏါအ )တ ခငမ းခင ွာသွာစေွာ ျ ခင့္ေဆ  ေ   တ အခင ေွာ   အခငပ သညငယ္။ 
ပလအပငသခငမ ွာ ပေနျ ခင့္ ပလအပငသခငးွာန မခင့္ စီမါေ ပငေ ေႏ ပ   ႔၏ 
ပလအပငသခငေွာေ ယငေႏ ္ပေဒ း    ေ ွာေငေနမးပွာ ေတ ႔ႏမ ပ ေ(သ အ႔)ေတ ႔ ေါ ေနပ ေ မ မ ေအယငတ အခငျ စငေစ , 
ပ ဝ လႊ စွာ(ေ အယငစွာ လမယငလႊ စွာ)စွာႏမ လမ ခငမညငသူ႔ေ အမဆ အေ အယငစွာ လမယငပျ စငပေညူီေတွာခင လ အ႔ႏပ သညင)ျ ခင့္ 
ေ အယငစွာ လမယငမမတဆခင့္ျ စငေစ တ အခင ေွာ   အခငပ သညငယ္။ 
းလေငေမင စွာေစွာခငသညငပလအပငသခငမ ွာ ေဆ  ေ   တ အခငပခင  အခငႏနငပတ ေင 
ေ အယငစွာ လမယငလ အပပငလမ ခငတ အခငပခင  အခငေပွာခင/ပသါအ ျပ   အခငေပွာခငျပ လအပငထွာ သည့္ငလေငေမင စွာေစွာခငျ စငပ သညငယ္။ 
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