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スタンレーカレッジを探検しよう
Join...
G’Day mate!

Ask...

Ola! Hello!
Ni hao!
Namaste!

1,900

+

オーストラリア
の学生と世界
中の留学生が
集まります。

170

Be...

スタンレーカレッジでは在学中に仕事をするサポートをし
ております。各業界と強い繋がりがあり、専任スタッフが業
界関係者と共同し、学生の皆さんに適した仕事先を紹介し
ています。学生ビザを持っている場合は就学期間中、2週間
につき40時間まで働くことがきます。就学期間中の長期休
暇では時間制限なしに働く事ができます。
また、
スタンレー
カレッジでは、履歴書やカバーレターの準備、面接のコツを
教える無料のワークショップを開催しています。

有資格者の教員と
サポートスタッフ
が全16ヵ国を話し
ます。
みなさん、
そしてご家族の仕事探しを
お手伝いします！

Mingle with...
Ciao!

就職のチャンス

Halo!

42

ヵ国から集
まる留学生

1

VIP

YOU!

仕事を
探す

コースの開講後2週間以内に仕事が見つかるケースが
ほとんどです。パースの平均賃金は時給AU$19。オース
トラリアの最低賃金についての詳細は、下記を参照し
てください。http://www.fairwork.gov.au

校外アクティビティ
バーベキューやパッケージツアー、
クルーズ、スポーツ、ビ
ーチでのアクティビティ等、楽しいイベントを専任のコーデ
ィネーターが毎週企画しています。
フェイスブックで繋がろう！
www. facebook.com/StanleyInternationalCollege

学費・コース開始日のご案内
コース名

一般英語

キャンパス

コース期間

学費

教材費＊

AU$4,800

AU$150

2017年受付年月日

英会話サーティフィケートコース
基礎（Absolute Beginner）
10361NAT 英語 準備コース

CRICOS コースコード：082172A

初級（Elementary）
10362NAT 英語 I 認定コース
CRICOS コースコード：082173M

初中級（Pre Intermediate）
10363NAT 英語 II認定コース
CRICOS コースコード：082174K

フランシス
ストリート
&
ミラブーカ

中級（Intermediate）
10364NAT 英語 III認定コース

半年(26週間)
※6週間の休暇を
含む

CRICOS コースコード：082175J

1/9、1/23、2/6、2/20、3/6、
3/20、4/3、4/17、5/1、5/15、
6/5、6/19、7/3、7/17、8/7、
8/21、9/4、9/18、10/2、10/16、
11/6、11/20、12/4

中上級（Upper Intermediate）
10365NAT 英語 上級IV認定コース
CRICOS コースコード：082178F

一般英語コース(期間選択可能)
一般英語

フランシス
ストリート＆
ミラブーカ

ビジネス

約4ヵ月 (13週間)
※3週間の休暇を
含む

BSB20115 ビジネスII認定コース
CRICOS コースコード：086796C

BSB30115 ビジネスIII認定コース
CRICOS コースコード：086839G

BSB30415 ビジネス事務III認定コース
CRICOS コースコード：086864G

BSB50215 ビジネスディプロマ課程

ジェームズ
ストリート
＆
フランシス
ストリート

CRICOS コースコード：087235F

BSB60215ビジネス上級ディプロマ課程
CRICOS コースコード：088079E

経営とリーダーシップ

BSB51915 経営とリーダーシップ ディプロマ課程
CRICOS コースコード：088076G
(平日または週末コースから選択)

BSB61015 経営とリーダーシップ 上級ディプロマ課程
CRICOS コースコード：088077G
(平日または週末コースから選択)

ジェームズ
ストリート
＆
フランシス
ストリート

ホスピタリティ
調理師への道

SIT30816 調理師III認定コース
CRICOS コースコード：094890E

SIT40516 調理師IV認定コース

CRICOS コースコード：094891D
入学必須条件：商業用料理証明書III 修了

SIT50416 ホスピタリティ経営ディプロマ課程
CRICOS コースコード：091051B
入学必須条件：商業用料理 III とIV認定コース修了

SIT60316 ホスピタリティ経営上級修了課程

CRICOS コースコード： 091123B
入学必須条件：ホスピタリティ経営ディプロマ課程修了

1ヵ月〜5ヵ月
(4~20週間)

ジェームズ
ストリート
＆
フランシス
ストリート

AU$240/週
(教材費を含む)

AU$2,300

AU$150

1/9、2/6、3/6、4/3 、5/1 、6/12、7/10、
8/7 、9/4、10/9 、11/6、12/4

AU$4,300

AU$150

1/9、2/6、3/6、4/3 、5/1 、6/12、7/10、
8/7 、9/4、10/9 、11/6、12/4

AU$4,300

AU$150

1/9、2/6、3/6、4/3 、5/1 、6/12、7/10、
8/7 、9/4、10/9 、11/6、12/4

AU$8,600

AU$300

1/9、3/13、5/22、8/7、10/9

1年(52週間)
※12週間の休暇
を含む

AU$8,600

AU$300

1/9、3/13、5/22、8/7、10/9

1年半(78週間)
※18週間の休暇
を含む

AU$12,900

AU$450

1/9、3/13、5/22、8/7、10/9

1年半(78週間)
※18週間の休暇
を含む

AU$12,900

AU$450

1/9、3/13、5/22、8/7、10/9

1年(52週間)
※12週間の休暇
を含む

AU$10,900

AU$1,100

1/9、3/13、5/22、8/7、10/9

半年(26週間)
※6週間の休暇を
含む

AU$5,200

AU$300

1/9、3/13、5/22、8/7、10/9

半年(26週間)
※6週間の休暇を
含む

AU$5,200

AU$150

1/30、4/10、7/3、9/11、11/20

1年(52週間)
※12週間の休暇
を含む

AU$9,600

AU$300

1/9、3/13、5/22、8/7、10/9

半年(26週間)
※6週間の休暇を
含む
半年(26週間)
※6週間の休暇を
含む
1年(52週間)
※12週間の休暇
を含む

学費・コース開始日のご案内
コース名

キャンパス

ホスピタリティ

飲食業界への道
SIT50416 ホスピタリティ経営ディプロマ課程
CRICOS コースコード：091051B

SIT60316 ホスピタリティ経営上級ディプロマ課程
CRICOS Course Code: 091123B
入学必須条件: ホスピタリティディプロマ課程修了

ジェームズ
ストリート
＆
フランシス
ストリート

福祉

CHC33015 個別サポート
（高齢者）III認定コース
追加オプションクラス:
「家庭と地域のケア」
または「障害者サポート」
CRICOS Course Code: 091309C

CHC43015 高齢者サポートIV認定コース

ミラブーカ

CRICOS Course Code: 091310K
入学必須条件:個別サポート(高齢者)III認定コース 修了

幼児教育
CHC43015 チャイルドケアIII認定コース
CRICOS コースコード：089286A

CHC50113 チャイルドケアディプロマ課程

ミラブーカ

CRICOS コースコード：089287M
入学必須条件：育児教育とケアIII認定コース 修了

申請費用：AU$230（返済不可）

コース期間

学費

教材費＊

2017年受付年月日

1年(52週間)
※12週間の休暇
を含む

AU$8,600

AU$600

1/9、3/13、5/22、8/7、10/9

1年(52週間)
※12週間の休暇
を含む

AU$9,600

AU$300

1/9、3/13、5/22、8/7、10/9

半年(26週間)
※6週間の休暇を
含む

AU$4,300

AU$300

1/9、2/6、3/6、4/10、5/15、6/12、7/10、
8/14、9/18、10/9、11/13

半年(26週間)
※6週間の休暇を
含む

AU$4,900

AU$300

1/9、3/13、4/3、5/8、6/19、7/17、8/7、
10/2、10/30、11/20

1年(52週間)
※12週間の休暇
を含む

AU$7,500

AU$450

1/9、3/13、5/22、8/7、10/9

1年(52週間)
※12週間の休暇
を含む

AU$8,600

AU$450

1/9、3/13、5/22、8/7、10/9

＊ コース期間には長期休暇を含む
＊ 教材費には本代やプリント代を含む

海外留学生用の健康保険(OSHC)
オーストラリア滞在期間中は保険加入が
義務付けられています。
スタンレーカレッジでは、海外留学生用
の健康保険(OSHC)を購入するお手伝い
をさせていただきます。
一人：234.5ドル（6カ月）
二人：1,383ドル（6カ月）

お住まい

スタンレーカレッジでは、ホームステイやシェアハウ
スのような、住まいを探すお手伝いをしております。
ホームステイは食事付き個室で週/AU$265です。詳
細については、
こちらをご覧ください。
h t t p : / / w w w. s t a n l e y c o l l e g e . e d u . a u / F u t u r e Students/International-Students/AirportReception-Accommodation.aspx
お住まい手配費：AU$240から

空港送迎サービス
学生には空港での送迎サービスがあります。到着2週
間前までにメールでご連絡ください。
Info@stanleycollege.edu.au
空港送迎手配費：AU$120（片道）

便利な３カ所のキャンパス
【本部】
ジェームズストリート キャンパス
171 James Street, Perth WA 6003
Blue CATバスの停留所11番の向かい側
フランシスストリート キャンパス
2 Francis Street, Perth WA 6000
Blue CATバスの停留所5番から徒歩3分
ミラブーカ キャンパス
9 Chesterfield Road, Mirrabooka WA 6061
パース駅からバスで約30分

進学への道

スタンレーカレッジでは、
オーストラリア国内での進
学・編入を
サポートします。

レ・コードン・ブルー

スタンレーカレッジは、
レ・コードン・ブルーの協定校です。
レ・コードン・ブルーとは、料理業界におけ
る最高峰と称され、世界20ヵ国に50校以上を有する、世界最大のホスピタリティ教育機関です。
レ・コ
ードン・ブルーは1895年にパリで設立され、現在は年間2万人以上の生徒を育てています。
レ・コード
ン・ブルーでは、世界トップクラスの教師陣が全力を注いで調理法やパティッセリ、料理、ホスピタリテ
ィと経営における一流の教育訓練を行います。卒業生は世界に名のとどろく資格を手にし、ホスピタリ
ティ業界でもひときわ輝く存在となるでしょう。
スタンレーカレッジのホスピタリティディプロマ課程、ホスピタリティ上級ディプロマ課程を修了した学生はレ・コードン・ブルーで下記の
ビジネス学士課程へ編入が可能です。
−
ビジネス学士課程 (Convention and Event Management)
−
ビジネス学士課程 (Tourism Management)

レ・コードン・ブルーのビジネス課程の詳細は、
こちらを参照ください。
https://www.cordonbleu.edu/perth/tourism-convention-events-programmes/en

大学への道

スタンレーカレッジの修了課程を修了した学生は8単位まで、
またはオーストラリアのほとんどの大学にて、ビジネスと商業の学士課程1
年の免除を受けることができます。

CQ大学オーストラリア

スタンレーカレッジは、CQ大学オーストラリアの協定校です。
スタンレーカレッジでホスピタリティディプロマ
課程を修了し入学必須要項を満たせば、CQ大学オーストラリアでのホスピタリティ経営の学士課程(CB69)へ
進学の可能性が広がります。
また、ホスピタリティ経営の学士課程では、下記の8単位の免除が受けられます。
− 主要科目1単位：HRMT11011 組織内人事
− 初年度の選択科目7単位

CQ大学は、オーストラリアで最も敷地面積の広い大学の一つで、幅広い分野のTAFE(専門学校)や大学の資格を提供しています。
コース
は業界に寄り添った内容が組まれており、最新の知識と技術を身につけられるようになっています。受賞歴のある幅広い経験を積んだプ
ロの教師陣は常にコース内容の向上に力を注ぎ込んでおり、幅のあるキャリアに向けたサービスを提供する事で、卒業生の成功をゆる
ぎないものにしています。
学生がどの段階のキャリアにいても、CQ大学は実現したい将来のサポートをしています。
CQ大学でのホスピタリティ経営学士課程についての詳細は「CQUni Hospitality」を検索、
またはwww.uqu.edu.auをご覧ください。

エディス・コワン大学(ECU)

スタンレーカレッジは、エディス・コワン大学（ECU）
と単位免除に関する合意を結んでいます。
スタンレーカレッジでディプロマ課程を修
了した学生は、
（入学必須条件を満たせば）ECUの厳選された学士課程への編入が可能です。
また、8単位（120ポイント）
まで、
またはビ
ジネスとホスピタリティ学士課程での1年間が免除されます。経営ディプロマ課程や、経営上級ディプロマ課程を修了したスタンレーカレ
ッジの学生は、11単位（165ポイント）
までを入手、あるいはビジネス学士課程での1.5年が免除されます。
− ビジネス学士課程（会計を除くどの主要課程でも可能）
− 国際ホテルとリゾート経営学士課程
免除単位についての詳細はECUのサイトをご覧ください。
http://apps.wcms.ecu.edu.au/advanced-standing/course-search

本情報は2017年5月9日の情報に基づき掲載されており、事前の通達なしに変更が生じる可能性があります。
最新情報はウェプサイトをご確認ください。http://www.stanleycollege.edu.au

本部オフィス
Stanley International College Pty Ltd
Trading as Stanley College
CRICOS PROVIDER CODE: 03047E
RTO Code: 51973
ABN: 16 130 977 221
住所：171 James Street, Perth Western Australia 6003
電話：+61 8 9227 1797
ファックス：+61 8 9227 1238
メール：info@stanleycollege.edu.au
サイト：www.stanleycollege.edu.au

フェイスブックでご覧ください

www. facebook.com/StanleyInternationalCollege

インスタグラムでフォローしてください

www.instagram.com/stanleycollege

フィリピン
住所：Unit 401 Executive Building Center,
396 Sen. Gil Puyat Ave. Makati City, Philippines
電話：+63 908 874 9197
メール：philippines@stanleycollege.edu.au

