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ワーキングホリデー・ビザをフルに活用

日常生活と仕事で使うコミュニケーション力を習
得し、就職のチャンスも広がる

WORKING
HOLIDAY
MAKER PROGRAM OPTIONS:
し、
「本当の」
オーストラリアを体験する

世界で最も経済が好調な地域のひとつで仕事を得
る

勉強＆仕事のプログラム

コースと仕事の種類
• 最低 6週間から最高17週間まで
• 日常生活と仕事で使うコミュニケーションスキル
• 入学時の英語レベル：初級

日中の一般英語コース

仕事に就くための準
備が自分でできる
オンラインの
プログラム
費用：$50

ジョブクラブ

$310 • 最低 6週間から最高17週間まで
週 $405

• 日常生活と仕事で使うコミュニケーションスキル
• 入学時の英語レベル：初級

グローバルビジネススキル
週 $280
• 最低 6週間から最高17週間まで
• ビジネスの場面で使うコミュニケーションスキル
• 入学時の英語レベル：中級

仕事に就くための準
備が自分でできる
オンラインの
プログラム
費用：$50

ジョブクラブ

仕事に就くための準
備が自分でできる
オンラインの
プログラム
費用：$50

アップグ
アップグレードのオプション
ップグ
グレ ドのオプション
ション
ン

$

バリスタコース

ジョブクラブ

夜間英語コース
220 週 $230

• 完璧なコーヒーの淹れ方を学び、明日から働
けます！
• 1日のコース
• たった $100の授業料

アルコール給仕コース
アルコ
アル
コール給
ル給仕
ル給
仕コース
仕コ
ス
• アルコール飲料を出す場所（バー、パブ、
レ
ストランなど）
で働くために不可欠な学習
• 1日のコース
• たった $100の授業料

ジョブクラブゴールド
ジ
ジョブク
ョブク
ブクラブ
ラブゴ
ラブ
ゴールド
ルド
• 都市部での仕事
• 地方での仕事
• 農場での仕事
斡旋料: $450
入学時の英語力：中級

仕事に
就け
る保証

ジョブクラブとジョブクラブゴールド
西オーストラリアでパートタイムやフルタイムの仕事を得るために必要な情報やサービスを提供。
ジョブクラブは、学生が仕事を得られるようサポートするオンラインのプログラムです。
ジョブクラブゴールドは、ジョブクラブのサポートに加え、有償の仕事を保証するものです。主にワーキングホリデーの参加者が対象で、フェニックスアカ
デミーのどのコースを受講してもオプションとして追加することができます。通常、英語プログラム修了後に利用します。

利用条件

ジョブクラブ・プログラムの概要

ジョブクラブゴールドの概要

フェニックスアカデミーのオンラインプログラムにアクセスして、以
下の情報を得ることができます。
• 納税番号（ TFN）の取得
• 銀行口座の開設
• 履歴書の書き方
• 仕事の種類と賃金
• 仕事の検索
注意：
仕事の斡旋は通常のジョブクラブのサービスには含まれません。
仕事の斡旋を希望する学生は、
ジョブクラブゴールドにお申し込み
ください。

フェニックスアカデミーのオンラインプログラムへのアクセス
プラス
以下のいずれかの仕事の斡旋
•都市部での仕事
スキルが必要：ホスピタリティおよび事務系の仕事
• 地方での仕事
特殊なスキルが必要ない、
またはある程度のスキルが必要な仕事：農場の仕事、果樹園での収穫、
家事代行、ホスピタリティ
仕事を見つけることを保証*
*条件あり

中級レベルに近い英語力（CEFR A2）
6週間以上の英語コース受講

6週間以上の英語コース受講
特殊なスキルが必要ない、
またはある程度のスキルが必要な仕事：中級レベル（CEFR B1）以上の英
語力
スキルが必要な仕事：中級上レベル（CEFR B2）以上の英語力

費用

$50

仕事の斡旋料（4週間保証）:$450

就労時間

ワーキングホリデー・ビザの場合：週10〜40時間

ワーキングホリデー・ビザの場合：週10〜40時間

Phoenix Academy: 223 Vincent Street, 6005 Perth Western Australia | Ph: +(618) 9235 6000 | Fx: +(618) 9235 6005 | info@phoenix.wa.edu.au
www.phoenix.wa.edu.au | CRICOS Provider Code: 00066D

2017 Japanese

ワーキングホリデー用プログラム

2017

新世代の英語（夜間コース）
柔軟な学習様式のプログラムで、将来の目標に向かって真剣に英語学習に取り組みながら生活を楽しむことができま
す！
コースの内容：
レベル：初級（A1+）から中級（B1）
一般英語コースとオプションで特定分野に重点を置いた授業
オンラインの英語学習教材
レベル：中級（B1+）以上
一般英語コース／ IELTS受験準備
英語スキル全般の習得と同時に、IELTSジェネラルとアカデミックの受験準備
新世代の英語コース修了時には:
•
習得した英語力のレベルを明記したコース修了証を授与
•
学生の英語力についての詳しいレポートを発行

一般英語（日中のコース）
一般英語コースで学び、
グローバルなコミュニケーション力を習得
コースの内容:
入門から上級レベルまで
一般英語コース修了時には：
•
習得した英語力のレベルを明記したコース修了証を授与
•
学生の英語力についての詳しいレポートを発行

グローバルビジネススキル
グローバルビジネススキル・プログラムでは、今日のグローバルなビジネス環境で求められるソフトスキルを養成し
ます。
グローバル人材の仲間入り
国際的な物の見方や態度を身につける
コミュニケーションの達人になる
コースの内容 :
プロレベルのビジネス文書作成
強く印象づけインスピレーションを喚起するプレゼンテーション
チームのリーダーとして最大限の生産性を引き出す
ウェブサイト、パンフレット、その他の出版物を作るためのライティング
グローバルビジネススキル・プログラム修了時には:
•
グローバルビジネススキル修了証を授与
•
科目ごとに全国で認められている修了書を発行

バリスタコース
カフェやレストランでバリスタ
（コーヒーをつくる専門職人）
として働くため、
または家庭でおいしいコーヒーを淹
れるために必要な基本のスキルと自信を身につけるコース
コースの内容:
コーヒーの起源と歴史
商業用エスプレッソ・マシンの使い方
完璧なエスプレッソ、
カプチーノ、
ラテマキアート、ホットチョコレートの注ぎ方
泡状のクリーミーなミルクの作り方
バリスタコース修了時には:
•
コースの参加／修了証を授与

アルコール給仕（RSA）
コース
パブやバーでアルコール飲料を出したり、損害を最低限に抑えるための法的な義務について学ぶコース
コースの内容:
過剰消費に関連する問題
アルコールと法律
責任の所在
アルコールに関する事実
改善された雰囲気
難しいお客様への対応
RSAコース修了時には:
•
全国で認められている修了書を発行
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