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Summer Program

English + Work Experience
in Perth, Western Australia

“世界一住みやすい都市”と言われる西オーストラリアのパースで就業体験をしてみませんか？
英語力を高めたい！グローバルな環境で自分を成長させたい！とゆう方に最適なプログラムです！
短期英語コースと様々なフィールドから選択いただけるインターンシップを組み合わせたプログラムとなってお
り、単なる語学学校への留学では得られない、
より実践的な英語や経験を得られること間違いなしです！
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英語コース

1〜5週間の英語コース
を受講いただきます。

4

空港送迎サービス

パース空港から滞在先へス
タッフが送迎いたします。
*別途費用が必要となります。
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インターンシップ

最長６週間まで
インターンシップを経験
いただけます。

アクティビティ

サッカー、水泳、ロックク
ライミング等、様々な企
画に参加いただけます。

スタンレーカレッジはパースにある政府公認の私立大学です。
パース市内に3つのキャンパスを構え、170名のスタッフで経営しております。
現在、
オーストラリアの地元学生を含む42カ国から1900名が通っており、2008
年の開校以来15000名以上の卒業生を輩出しております。
その実績はオーストラリアで54年の歴史のあるビジネスアワードにて
2015年、2016年と表彰を受けております。
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住居

スタンレーカレッジが
ホームステイを手配い
たします。

Discover, Learn
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Stanley College!
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英語コース

インターンシップ

プログラムの1〜2週目(ご希望に応じて選択)は
一般英語コースを受講いただきます。
リーディング・ライティング・スピーキング・リスニングの力を
総合的に伸ばすとと共にパースでの生活・英語環境に慣れて
いただく期間となります。

英語コース終了後はインターンシップが始まります。
インターンシップを通じて、
これまでに習得した英語を
実践の場で活用して“使えるスキル”にしていきましょう！

英語コース期間

インターンシップ期間

1-6週間の中からご選択ください。

インターンシップ内容

1-5週間からご選択ください。

⑴〜⑶からお好きなコースをご選択ください。

授業時間数

⑴もしくは⑵からお好きなコースをご選択ください。

⑴通常コース：週20時間で下記のいずれか
−月・火（8:00〜16:30）+水（8:00〜12:00）
−水（13:00〜16:30）+木・金（8:00〜16:30）

⑵インテンシブコース：週40時間
−月〜金（8:00〜16:30）

⑴チャイルドケア

5歳までの子供を預かるチャイルドケアセンターにて
保育士のサポートを行います。

⑵オフィスワーク

書類整理やデータエントリーなどの事務作業や翻訳・通訳
業務などを行います。

⑶トレーナーアシスタント

授業準備や生徒フォローなど先生のサポートを行います。

(4) レストランアシスタント

カレッジ内レストランでの調理アシスタント、接客業務を行
います。

ホームステイ・ビザ要件

etc

ホームステイ概要
期間

コース開始日の前日〜コース修了日の翌日

部屋

シングルルーム

食事

月〜金：1日2食(朝・夕)
土・日：1日3食

空港送迎サービス

AU$130（空港からホームステイ先への片道）

対象年齢
18歳以上

ビザ

ETAS（観光ビザ）の取得が必要となります。

プログラム費用
英語コース

インタ
ーン
シップ

費用

参考資料
(1AU$=85円)

１週間

AU$2,800

238,000円

１週間
通常コース
（20 時間）

２週間

AU$3,000

255,000円

３週間

AU$3,350

284,750円

４週間

AU$3,700

314,500円

AU$240

５週間

AU$4,050

344,250円

６週間

AU$4,400

374,000円

・上記価格にはホームステイ滞在費、入学金、授業・教材費、
インターンシップ手配料が含まれています。
・空港送迎費は含まれておりません。
・英語コースの期間・授業時間数を追加される場合は１週間 20 時間
あたりAU$240となります。
※ チャイルドケアにて３週間以上インターンシップをする場合は
「Work with Children」の取得が必要となります。
スタンリーカレッジが取得のサポートをいたします。
（別途費用あり）

インターンシップ詳細

チャイルドケア

オフィスワーク

トレーナーアシスタント

５歳までの子供を預かるチャイルドケアセ
ンターにて保育士のサポートを行います。
− 子供たちと遊ぶ
− ランチ・お菓子タイムの準備・片付け
− 子供たちに絵本の読み聞かせ
− 子供たちの作品を展示する etc

学生サポート・バックオフィス・マネジメン
トチームのスタッフのサポート業務を行い
ます。
− オフィスワーク補助
（データ入力・書類整理）
− 学生の出迎えやサポート
− 書類やチラシの翻訳業務
− スタッフミーティングへの参加 etc

様々な分野（ビジネス・調理・幼児保育・福
祉）の先生のサポート業務を行います。
− 教材準備の補助
− 教室の準備・片づけ
− 授業内容の紹介 etc

1日のタイムスケジュール例

1日のタイムスケジュール例

1日のタイムスケジュール例

9:00
10:00

子供たちをお迎え
子供たちと遊ぶ
（ボール・縄跳びetc）

9:00
10:00

スタッフミーティングへの参加
オフィスワークの補助
（データ入力・書類整理）

8:30

教室の準備、
当日の役割の確認

9:00

授業の実施サポート

12:00

ランチタイム

12:00

ランチタイム

12:00

ランチタイム

13:00

昼寝（布団準備のお手伝いと
寝かしつけ）

13:00

パンフレットの翻訳作業

13:00

授業の実施サポート

15:00

留学代理店との
ミーティングへの参加

15:00

書類作成作業の補助

16:00

議事録作成

14:00

クラスルームの整理整頓
（布団や玩具の片づけ）

15:00

お菓子タイム

16:00

子供たちの作品を教室に展示

オーストラリアでの幼児教育環境を体
験し、幼児教育を計画・実施するスキル
を学ぶことができます。

多国籍なオフィス環境での仕事の進め
方を学び、周囲のスタッフとのコミュニ
ケーションスキルを向上させることがで
きます。

多国籍な学校の様々な分野・レベルに
おける授業の実施方法を学ぶことが出
来ます。

インターンシップ体験談
コース概要
コース名

20代女性

ビジネスインターンシップ

コース期間

６週間（英語コース１週＋インターンシップ５週）

コース費用

AU$4,050（ホームステイ滞在費込み）

コーススケジュール
１週目

英語コース受講（中上級）

２週目
３週目

インターンシップ（管理部門での事務作業補助）
書類整理・認定書の発行状況確認作業 etc

４週目
５週目
６週目

インターンシップ(マーケティング部門でのリサーチ、報告業務、議事録作成)
Web ソーシャルマーケティング、代理店と打ち合わせ

なぜ
ビジネスインターンシップに
挑戦しようと思ったのです
か？
大学時代に短期語学留学をしましたが、実
践的な場で英語を使用する海外インターン
シップの方が英語の伸びが早いと感じてい
たためです。
私は営業職として勤めていた会社を退職
してきたのですが、転職活動においてアピ
ールできる実績を作りたかったのでインタ
ーンシップを決意しました。
帰国後は英語を使い海外をかかわる仕事
をしたいと考えています。

インターンシップで
苦労したことは
ありますか？

インターンシップを通じて学
んだことは
ありますか？

始めは指示を正確に理解するのが大変
で、さほど難しくない簡単な作業でも業務
を遂行するのに時間がかかりました。
また、
英語での指示だと正しく理解できているの
か不安になる場面があり、紙に書いて確認
をしたりすることもありました。

ワーキングホリデーでオフィス環境に身を
置くのは難しいと思いますが、インターンシ
ップを通じてオーストラリアのオフィス環境
を知ることができ、上司とのコミュニケーシ
ョンは日本より対等でましたが、英語を話
すことに抵抗がなくなり、
自分に自信がつき
ました。

インターンシップが終わる頃にはスタッフ
とのコミュニケーションも上手く取れ、今ま
で理解できなかった場面も理解できるよう
になりました。

Find us on Facebook
www. facebook.com/StanleyInternationalCollege
Stanley International College Pty Ltd
CRICOS Provider Code: 03047E

RTO Code: 51973
ABN: 16 130 977 221

日々周囲で交わされている会話から適切
な言い回し・表現などを吸収して、実際に自
分でも使ってみるという環境、意識はとても
大事だと思います。

Follow us on Instagram
www.instagram.com/stanley_ college
171 James Street
Perth Western Australia 6003

T: +61 8 9227 1797
F: +61 8 9227 1238

info@stanleycollege.edu.au
www.stanleycollege.edu.au

