休学留学や転職、
就職にお勧め！

ブラウンズ・企業インターンシッププログラム

語学研修（4ヶ月）+企業インターンシップ（3ヶ月）
概要
◆ 一般英語5-7週間＋ケンブリッジFCE/CAE10週又は12週（合計17週間）
語学学校終了後に1週間の休暇、
その後12週間のインターンシップへ
◆ プログラム開始日: 2013年11月11日、2014年2月17日、5月5日、8月4日、11月10日
◆インターンシップ派遣先: ビジネス、
ファイナンス、広報、マーケティング、事務、
ホスピタリティ、イベント関連事業等
◆ 申し込み締め切り：プログラム開始の1ヶ月前

参加費用

プログラムパッケージ

$9,000

参加条件
◆ 入学レベル（中級レベル）に達していて、尚且つBROWNSのPre-Testに
合格していること
◆ 短大卒業以上、又は大学を2年間以上終了していること
◆ 就学している内容とインターンシップ希望エリアが合致していること
◆ インターン参加にあたり、BROWNSでの出席率が90%以上を確保していること
◆ ケンブリッジコースに進学出来る語学力を有していること
◆ インターン参加までにケンブリッジコースを終了していること
◆ ワーキングホリデービザを所持していること
◆ インターンシップのPre-Assessmentに合格すること

含まれるもの
入学金 / 英語コース授業料:17週間 /
教材費 / インターン手配料 /
インターンシップ参加費用 / 海外送金手数料 /
インターンシップ保険料

含まれないもの
航空券費用 / 海外旅行保険 /
空港出迎え / ビザ申請費用 /
滞在手配費 / 滞在費
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参加者体験談
Name: Izumi Tsubokura
Nationality: Japanese
Field: Hospitality

Name: Toshiaki Sano
Nationality: Japanese
Field: Engineering

“People at my host organisation are very
kind and friendly, my supervisor and other
staff members are very kind to me and I
feel comfortable. Staff members teach me
kindly and I can understand what I should
do. I am learning a lot of things from this
experience.”

“I’m having great time in here. My working
place and people are nice to me. I’m
working at the AirBag Department, and
doing some work with my supervisors. My
host family is very kind and I spend good
time with them. I went to Downtown of
Melbourne today, the city is safe place. I’m
going well in here.”
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