
シンガポールで働こう

3000 社以上の日系企業、及び各国の国際企業が事務所を置くアジア経済の牽引国
であるシンガポール。シンガポールで正式にビジネスVISAを取得し「正社員」として活
躍してみませんか? 提携英語学校でビジネス英語のブラッシュアップ後 Career Plan 
Australiaが シンガポール就職を紹介いたします。在校時から就職に向け様々な準備を
一緒に進め、海外という新たな環境で身につけた英語を活用できるキャリアを目指します。

オーストラリア、シドニーで英語を学び、シンガポールで正式にビジネスVISAを
取得し「正社員」として活躍してみませんか?次のキャリアは海外で。  今ある英語力、
これから身につける英語力をいかすチャンスがここに。

Access Language Centre
アクセスランゲージセンター

コミュニケーション力向上に焦点を
あてた英会話中心の授業が人気。週
25時間の対面授業を通して、就職
先ですぐに使える英語力を身につけ
る事が可能。世界各国から集まる留
学生と一緒に学習できることもアク
セスの特徴!学生への サポートも充
実しているフレンドリーな語学学校。

72 Mary Street, Surry Hills, Sydney NSW 2010 Australia
Tel: +61-2-9281-6455    Fax:+61-2-9281-7455
E-mail: jpmarketing@access.nsw.edu.au （日本語可）
Web: www.access.nsw.edu.au　CRICOS：01738E
日本からのフリーダイヤル：00531-20-1212　担当は信清彩(ノブキヨアヤ)まで

Sydney College of English (SCE)
シドニー・カレッジ・オブ・イングリッシュ (SCE) 

20年以上の歴史を誇る伝統校。
進学準備、ケンブリッジ検定準備
コースなどアカデミックな英語の
勉強がしっかりとできる学校とし
て定評があります。学生の半数以
上が学生ビザで長期勉強してい
ます。

35-39 Mountain Street, Broadway, Sydney  NSW 2007 Australia
Tel: +61-2-9281-5211 （代表）     +61-2-9211-9144 （日本語専用）
Fax: +61-2-9281-5208    Email: takiuchi@collegehousegroup.com （日本語可）
Web: www.sce.edu.au    CRICOS : 00050A
日本からのフリーダイヤル:00531-20-2222　担当は滝内佐知子(タキウチサチコ)まで

提 携 英 語 学 校

主催団体 : Career Plan Australia
プログラム参加年齢 : 24 歳～
プログラム参加費用 :  A$1,000

http://www.career-au.com/

ご注意：シンガポールでの勤務にはビジネスVISA
取得が必要。詳しくは kato@career-au.com
まで御連絡ください。

シンガポール ビジネスVISA 取得条件 :
4 年制大学卒業以上、最低 2年の正社員としての
職務経歴、TOEIC700 以上

お問い合わせ：

 Level 2, 50 York Street, 
 Sydney, NSW 2000 Australia
 Phone: +(61)2-8243-1118
 Fax   :  +(61)2-8243-1122
 email: kato@career-au.com ( 日本語可 )
 URL :  www.career-au.com

シドニーで英語を学んで、シンガポールで働く8の理由
 
  1  オーストラリアの有名英語学校でビジネス英語をブラッシュアップ

  2 英語環境のシンガポールで英語力を生かしてキャリアアップ

  3  躍動するアジア金融経済の中心地、シンガポールで正社員として働く

  4  ベテランコンサルタントが各人の職歴に合わせた的確なアドバイス

  5  シンガポールでのご希望に応じた職種の勤務先を紹介する就職サポート

  6  日本語と英語の面接アドバイスで就職強化

  7  渡航前の各種アドバイス(現地最新情報、宿泊先、チケット購入 等)があり、渡航前も安心

  8 シンガポールでの就労ビザ取得の適格なアドバイス

 

英語はここ
で強化！！

アジアの中心で国際ビジネスを

詳しくは裏面をご覧ください



プログラム内容

Access Language Centre
アクセスランゲージセンター

週 25 時間の集中授業で差をつける
アクセスランゲージセンターは、1997年に創立、
キャンパスの周辺にはお洒落なカフェや可愛い
本屋などがあり、楽しく効率よく英語学習する最
適な環境に恵まれています。アクセスの英語コー
スは各目的によって選択できるようにデザインさ
れています。教師とフェイス toフェイスの選択
授業では会話、文法、ライティングスキル、発
音矯正、TOEIC 対策、時事問題などがあり苦手
な教科を更に強化する事ができます。またアク
セスでは英語 +αのプログラムも充実しており、
参加する事も成功する留学の秘訣でしょう。

< 主なコース >
一般英語《スーパーインテンシブ ( 週 25時間 )、またはインテンシブ ( 週
20 時間 )》、進学準備、ケンブリッジ検定準備、IELTS、選択授業、企業
インターンシップ、ワーク＆スタディー・サティフィケート、ボランティア、デミ・
ペア、ミニ・インターンシップ 

シンガポール及び東南アジアを熟知したベテランコンサルタントが各人の職歴に合わせた
的確なアドバイスを行い シンガポールや香港、マレーシア、タイなどでの「正社員」での
就職サポートを行います。また、シンガポールでの就労ビザ取得に関する適格なアドバ
イスも受けられます。

■シドニー滞在中の学校、ホームステイ、生活全般のカウンセリング
■書類選考受けする履歴書の書き方 (日本語、英語 )
■渡航前の各種アドバイス ( 現地最新情報、宿泊先、チケット購入 等 )
■英語での面接実習、給料交渉のタイミングアドバイス
■日本語での面接実習
■就労ビザ取得に関する適格なアドバイスとビザ申請書類作成のアシスト

プログラム費用
AUD 1,000.00

Career Plan Australiaでは個人別に入学前のコンサルタントを行いシンガポール 
就職の為の最適なアドバイスを行います。入学後はご自分の弱点を見つけていただき さ
らにご希望に応じた職種の勤務先をシンガポールの大手人材紹介会社を通じ紹介し勤務
開始までアドバイスいたします。
Career Plan Australiaはプログラムの催行についてシンガポールの大手人材紹介会社と業務提携し、参加
者にとってベストの就職先が見つかるようお手伝いいたします。ただし、このプログラムはシンガポールでの
就職を保障するものではありません。

提 携 英 語 学 校

Sydney College of 
English (SCE)
シドニー・カレッジ・オブ・ 
イングリッシュ (SCE) 

国際的 &アカデミックな
環境でしっかり学ぶ
シドニー・カレッジ・オブ・イング
リッシュ(SCE) は、1987に創立、

シドニーの私立英語学校としては老舗校の一つです。学校の周辺はシドニー
大学、シドニー工科大学、TAFEなどの教育機関が集中する地域で活気があ
る学生街です一般英語コースは、サブレベルを入れて13レベルに細分化さ
れています。午後は全てのレベルが1～2科目の選択授業。文法、スピーキ
ング、ライティングなど英語のスキルを伸ばす授業や、TOEIC、IELTS、ビ
ジネス英語、医療英語など目的別の授業など様々な選択肢があります。
< 主なコース >
一般英語《スーパーインテンシブ ( 週 27.5 時間 )、またはインテンシブ
( 週 20 時間 )》、進学準備、ケンブリッジ検定準備、医療英語、IELTS、
TOEIC、EnglishEssentialsTM、SuperEnglishTM 

個別コンサルティング

オーストラリアへ渡航

キャリア英語コース受講

卒業後、企業面接、就労ビザ申請

シンガポールにて勤務開始

シンガポール就職体験談
この度、私はアクサ アシス
タンス シンガポール社さん
に就職が決まりました。こち
らの会社はアクサの損害保
険に加入されてる方々への 
海外における日本語サポート
が主な仕事で希望していた 
カスタマーサポートの業務と

なります。困った方々を助けるという重要な仕事ですの
で改めて気をひきしめて頑張りたいと考えてます。今回
の就職にあたり、シンガポールへ渡る前からシドニーの 
英語学校で実際の業務に適した英語力の強化の
為キャリアイングリッシュコースを受講し、同時に 
履歴書の作成や応募の為の準備、企業面接のアレン
ジなどを手伝って頂きました。ありがとうございます! 
ところで、シンガポールはアジアの文化と欧米文化がう
まく交わっていて、街中の人たちも非常に親切で暖かい 
雰囲気です。皆さんもぜひ挑戦してみてください。

今までは全く海外での就職
なんて考えてもいませんでし
た。でもシドニーでの説明会
に参加し日本への帰国途中に
シンガポールに1週間だけ立
ち寄り就職に挑戦してみる事
にしました。その時も本当に
1週間の間に自分の希望する

仕事が見つかるとは思っていませんでしたので ダメだっ
たら日本に戻って就職を探そうぐらいに軽く考えてまし
た。しかしスタッフさんがみんな親切に効率良く希望す
る会社の面接を準備してくれたお陰で幸い3社より内定
通知をもらえました。 
日本に帰国後その中で自分に適してると思った現在の 
会社に決め2週間後にシンガポールに戻り正社員として
入社しました。ビジネスビザも就職先の会社がスポン
サーしてくれたので全く問題無く直ぐに取得できました。
海外で正社員で働くなんて夢みたいです。仕事も単なる
事務作業では無くタイやマレーシアなどへ商談の為の 
出張もありエキサイティングな毎日です。
是非もっともっとたくさんの方々に私のように海外で 
自分の可能性に挑戦してもらいたいと考えてます。

アクサ アシスタンス  
シンガポール社さんに就職が決定 
高橋 始さん

砂川 さん

英語はここで強化！！
シドニーでの生活体験を経て強い私になる！！！

もっと就職体験談を読みたい人は; http://www.career-au.com/memoir
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