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オーストラリアの有名ホテルでの
有給インターンシッププログラムのご案内
●真の国際人になりたい！
●もっと国際理解を深めたい！
●日本国内又は海外の有名ホテルで英語を使って仕事をしたい！
●海外のホスピタリティーを学んで、ホテルマンとして活躍したい！
●旅行業界やホテル業界で働きたい！
・・・・・・
そんなあなたの夢を、このホテルインターンシップはきっと叶えてくれます。
あなたの夢に少しでも近づくために、思い切って未知の世界に飛び込んでみませんか？

＜有名ホテルの外観＞

＜研修先のホテルのスタッフと＞

【本企画書作成先】
ソフィアオーストラリア
YS Tours Australia Pty Ltd （オーストラリア本社）
TEL: 61-417-725-431
Email: info@ystours-aus.com



なぜインターンシップか？

将来、ホテルマンとして活躍をしたい人は「一度は海外のホテルで働いてみたい！」と思
うのではないでしょうか？でも実際には、ビザや英語力の問題、海外就職のハードルの高
さ等・・・ご自身ではそう簡単に手続きは出来ません。そのような理由で、海外で仕事を
したくても、諦めている人も多いのではないでしょうか。ＹＳツアーズオーストラリアで
は、そんな皆様の夢を叶えます！ ワーキングホリデービザさえ取得すれば、最長 6 ヶ月
間、オーストラリアの観光都市にある有名ホテルで、有給のインターンシップを体験して
いただけます。
昨今の日本国内での就職難、企業側が求める即戦力の人材確保など、学生さんの就職は毎
年厳しさを増してきていますが、就職前に「海外で仕事の経験をした」ということは、即
戦力を求める企業側には魅力的に感じるに違いありません。就職先をホテル業界や旅行業
界で考えられている方には、是非トライをしていただきたいプログラムです。
このインターンシップは有給ですので、ある程度の英語力は必要になります。インターン
開始前の条件として、ブリスベンにある語学学校 International College of Queensland
Australia (略称 ICQA)にて最長 17 週間の英語研修をしていただくか、お申込前に ICQA が
用意するプレースメントテストの結果によりましては、8 週間～12 週間に英語研修を短縮
することも可能です。

＜研修先の仲間＞

＜リゾート地のホテル＞



International College of Queensland Australia(ICQA)について

ICQA は 1994 年にオーストラリア第 3 の都市であるブリスベンに設立されたオーストラリ
ア政府登録の英語学校です。ブリスベン市内にキャンパスが 2 つあり、いつもビジネスマ
ンとショッピングをする人々で賑わっているクィーンストリートモールから数ブロックの
ところにあり、アフタースクールを楽しむこともできます。
一般英語コースでは、読む・書く・聞く・話すの 4 つの基本スキルに加えて、発音練習/英
語の歌/クイズ/ディベートなども取り入れてバランスの良い授業となるように組み立てら
れています。また ICQA の時間割には、毎週金曜日にテストが組み込まれております。一週
間単位で授業の理解度を測ることで、
「理解をしている点」と「理解していない点」を明確
にし、少しでも自己学習を効率的に行い、出来る限り短期間で英語力を伸ばしていただき
たいという考えのもと、毎週金曜日にテストの時間を設けています。

＜ICQA George Street Campus＞

＜ICQA クリスマスパーティー＞

ICQA のキャンパス内ではワイヤレスのインターネットが完備されていますので、学校にい
る間は生徒さんは自分のＰＣを自由に使うことができます。また、視聴覚機器や図書館も
ありますので、授業の終わった後で各自リスニングの練習をしたり、本を借りてリーディ
ングスキルを向上させたりと、授業以外でも各生徒さんが自習できるよう充実した環境を
整えています。

＜ICQA バーベキューパーティー＞

＜ICQA 生徒用ラウンジ＞



インターンシップに参加することのメリット

ICQA のホテルインターンシッププログラムのコンセプトは、“帰国後の就職活動にプラス
になる経験をしたい方”や“楽しい留学ではなくやり遂げる留学”をしたいとお考えの方
にお勧めのプログラムです。ICQA のインターンシッププログラムは以下 3 つのメリットが
あります。
1）自分の英語がどの程度通用するのか、英語の職場環境で自分の英語力を再認識できる。
2）海外で給料を得ながら働くことで自分の道を切り開き、自立心と責任感を養うチャンス
がある。
3）世界中から働きに来ているスタッフと共に働くことで、自分の視野を広げ、国際感覚を
養うことができる。


インターンシップ概略

●勤務地（ホテル）
アーリービーチ、ポートダグラス（クィーンズランド州）
キャンベラ（オーストラリア首都）
エアーズロックリゾート、アリススプイリングス（ノーザンテリトリー）
ボルケ（ニューサウスウェールズ州）
その他、ICQA と提携しているホテル
注）ホテルのインターンシップはその時の空き状況によりますので、必ずしもご希望さ
れる勤務地へ行けるわけではありません。
●インターンシップ期間：

最短 3 ヶ月～最長 6 ヶ月間

●給料：時給 ＄16 前後～＄20 前後 （各ホテルにより料金設定は違います。）
●勤務時間：最低週 20 時間（パートタイム）～最高 38 時間（フルタイム）の 2 タイプ
●インターンシップでの仕事内容
英語力により若干異なりますが、以下のような業務が中心になります。
例）ルームメイキング、キッチンハンド、クリーナー、ホテル内のショップ店員、
ホテルフロントなど
●インターン中の滞在先
ホテル内のドミトリー、又はホテル付近のシェアハウス、バックパッカー等の宿泊施設
●必要取得ビザ：ワーキングホリデービザ（30 歳までの方対象）
●ホテルインターンシッププログラム入学条件：
入学時の英語力は IELTS4.0 又は TOEIC500 点以上です。
●英語研修期間
基本パッケージは週 25 時間の英語授業を 17 週間受けていただきますが、プログラムお
申込前に ICQA が用意するプレースメントテストを受けていただき、
その結果次第では、
英語研修期間を 8 週間又は 12 週間に短縮することも可能です。



インターンシップ料金表
基本パッケージ

8 週間パッケージ

12 週間パッケージ

入学金

$200

$200

$200

授業料（割引有）

$5,015(17 weeks)

$2,480(8 weeks)

$3,540(12 weeks)

施設使用料

$170(17 weeks)

$80(8 weeks)

$120(12 weeks)

教科書デポジット

$50

$50

$50

インターンシップ登録料

$330

$330

$330

インターンシップ参加料金

$1,650

$1,650

$1,650

合計

$7,415.00

$4,790.00

$5,890.00

※一般英語コース授業料：1～11 週間 週＄310 / 12～23 週間 週＄295
弊社を通していただきますと、授業料は約 5％割引致します。
※施設使用料：週＄10
※教科書は、コース修了後に返却しますと＄50 は戻ってきます。
＜パッケージ料金に含まれているもの＞
●英語コース（週 25 時間で 17 週間分の授業料）
※プレースメントテストの結果次第では、８週間又は 12 週間分の授業料
●インターン受け入れ先ホテルへのプレースメント料金
注）インターン先の選択は出来ません。
●事前準備サポート
1）タックスファイルナンバー取得
2）銀行口座開設
3）インターン先の交通機関／滞在先の手配（費用別途負担）
4）英文履歴書添削
5）出発までのカウンセリング
＜パッケージ料金に含まれていないもの＞
●語学研修中（17 週間）の宿泊費、食事、滞在費
●オーストラリア到着時のお迎え費用（弊社で送迎手配可能です。）
●インターン先までの交通費
●インターン先での食費や滞在費
＜用意していただくもの＞
●タックスファイルナンバー（オーストラリア到着後）
●オーストラリア国内での銀行口座（オーストラリア到着後）
●ホテルが指定する服装（黒いズボン、黒い靴、白いワイシャツ）
●常備薬（飲みなれた薬を持参されることをお勧めします。
）



ホテルインターンシッププログラム 入学条件

17 週間の英語研修＋インターンシップ： TOEIC500 点以上（450 点～以上要相談）
12 週間の英語研修＋インターンシップ： TOEIC600 点以上
8 週間の英語研修＋インターンシップ：

TOEIC700 点以上

※TOEIC が 600 点以上であれば、12 週間の英語研修＋インターンシップは無条件で
お申込いただけます。TOEIC600 点前後で 8 週間の英語研修をご希望の場合は、
プレースメントテストを受けていただくことになります。
TOEIC700 点以上あれば、無条件で 8 週間・12 週間・17 週間のお好きなパッケージコ
ースにお申込いただけます。


事前プレースメントテストについて

17 週間の基本パッケージではなく、8 週間か 12 週間に英語研修を短縮したいという方は、
英語力チェックのために、ICQA が用意するプレースメントテストを受けていただきます。
プレースメントテストは「Listening Test」と「Multiple Choice＆Writing Task」で構成さ
れています。遠方の方でリスニングテストを受けられないという方は、ICQA のディレクタ
ーと予め時間を決めておいて、電話で面接をするという方法もあります。
●Listening Test
2 回同じストーリーを聞いていただきます。
1 回目にストーリーを再生した後に回答していただき、2 回目の再生後に見直し又は
1 回目に聞き取れなかった部分を再度確認していただき回答して頂きます。
●Multiple Choice＆Writing Task
Multiple Choice（選択問題）と Writing のテストを１時間以内で完了して頂きます。
●Speaking Test（リスニングテストが受けられない方）
もし遠方からのテスト受験でリスニングテストが受けられない場合は、ICQA のディレク
ターと予め時間を決めておいて、電話による面接を行います。

＜リゾート地のホテルの周辺外観＞

＜ホテルのフロントデスク＞



インターンシップ先 ホテル例

Rydges Capital Hill Hotel, Canberra

シドニー、メルボルン、アデレード、ゴールドコーストなどオーストラリア国内の多くの都市に
系列ホテルを持つリッジスグループの一つで、オーストラリアの首都キャンベラにあるホテルで
す。他にもニュージーランド国内やドバイ、ロンドンにもホテルを有しています。キャンベラと
いう土地柄、ホテル内のファンクションルームでは政府系の会議やさまざまなパーティーが開催
おり、多目的に利用されているモダンなホテルです。

Airlie Beach Hotel

クィーンズランド州の州都ブリスベンから約 1200 キロ北にある町 Airlie Beach にあるホテルで
す。Airlie Beach は世界的に有名なグレートバリアリーフ、ハートの形をしたサンゴ礁やホワイ
トヘブンビーチで有名なハミルトン島への玄関口として知られています。Airlie Beach Hotel は
真っ青な海と白い雲そして南国の象徴であるパームヤシに囲まれたリゾートホテルです。

Whitsunday Holiday Apartments

グレートバリアリーフへの玄関であるウィットサンデー地方はクィーンズランド州でも有数の観光スポッ
トとして知られています。その代表的な観光地の一つ Airlie Beach にあるこの Whitsunday Holiday
Apartment は洗練された客室と目の前に広がるスカイブルーの海で滞在者を魅了しています。

Rendezvous Reef Resort Port Douglas

ケアンズから北へ約 70 キロの所にあるポートダグラスはオーストラリアでもトップクラスのツーリスト
スポットです。このホテルは 2009 年 7 月には約 8 億円を掛けて改装工事を行っており、客室だけでなく
エンターテイメントエリアも充実しています。中でもプールサイドにあるレストランはまさに南国の楽園
というホテルのイメージにぴったりの雰囲気です。

Bourke Riverside Motel

2006 年には NSW 州の Tourist Award にも選ばれたこのホテルは 135 年前に建てられたホテルを改装して
作られており、まるで中世の貴族のお屋敷のようなホテルです。歴史的な外見と何度もアワードを受賞し
たこともあるホテルのガーデンにはオーストラリア国内はもちろん海外からも沢山の宿泊客が訪れます。

