仕事未経験でもOK！

費用
費用項目

料金

プレースメントインタビュー（面談）

$40

プログラム費用

$1100( 申込金 $300/ 残金 $800)

履歴書査定

無料

緊急手配料 ( 開始 1 ヶ月以内 )

$100

プログラム費用には下記サービスが含まれます
１．企業リサーチ、企業への書類選考・面接設定、
オファーレター作成
２．研修開始オリエンテーション
( 対面もしくは電話・スカイプ * 研修地により
異なります）

現地サポート付き

アメリカキャリア
トレーニングプログラム

３．研修期間中の緊急サポート

【注意事項】

１．申込金お支払い後、企業手配を開始いたします。残金は研修先企業決定後にお支払いいただきます。当社にて企業手配を開始した時点より1か月を経過しても、
当社都合により１社も企業をご紹介できない場合は、お申し出により申込金の全額を無条件でご返金いたします。但し、企業手配を継続する場合、若しくは当
社の責によらない事由により企業をご紹介できなかった場合はこの限りではございません。
２．研修先企業が決定しましたら、研修者本人と研修先企業との面接設定を行います。面接終了後に研修先企業によって受入が承諾された場合、残金の請求書をお
送りしますので早急にお振込み（お支払い）ください。お支払いの確認が取れ次第、受入同意書を発行いたします。
３．受入同意書を発行後にご本人の都合により企業変更をする場合、新たに当社規定の費用（$1100）をお支払いいただきます。
４．キャンセル規定：

キャンセル通知日

規定

企業手配開始〜企業面接合格前

申込金の返金なし

企業面接合格後（受入同意書発行後）

返金なし

就活前の大学生に！
キャリアアップを目指す社会人に！
アメリカの企業で職業体験ができる
短期留学プログラム

5．上記料金や規定は予告なく変更されることがございますのでご了承ください。

参加までの流れ
査 定
申 込
面 談
選 考
決 定
渡 米

お客様の和文履歴書をご提出いただき、参加可否及び求人のご提案をします。
Application Formと和文履歴書をご提出ください。
※米系企業やNPO団体など英文履歴書が必要な場合もあります。

こんな方にオススメ！

SKYUSスタッフとスカイプにてプレースメントインタビュー（面談）を実施し、
お客様のご希望の確認及び英語力のチェックをします。

就職活動を控えた大学生
転職をお考えの社会人

候補企業にて書類選考を行います。
選考通過後、企業担当者との面接(スカイプ or 国際電話)を実施します。

海外のビジネスに興味がある

※企業面接が無い場合もあります。

面接合格後、採用が決定されます。

写真変更予定

渡米後はSKYUSアメリカオフィスの日本人スタッフがサポートします。

海外での仕事体験をしたい

キ ャリ アトレ ー ニ ン グ 期 間
受け入れ先企業種別

現地に日本人のサポートスタッフがいるから安心！

対象年齢
職歴
英語レベル
必要書類

Los

Angeles

San

Diego

りました。キャリアトレーニングプログラムでは短期間での英語学習とアメリカにある企
業での実務経験をすることにより、
『働きながら異なる文化の人々とコミュニケーショ
ンを取ること』、
『英語を必然的に使う環境に身を置くこと』、
『アメリカでの働き方を
知ること』を大きな目的としています。

英語を学び、生きた国際感覚を身につけることができる実践的なプログラムです。

プログラム概要

【サポート内容】
到着後オリエンテーション・キャリアトレーニング期間中の緊急サポート・企業への初日同行
(同行できない場合もあります)

現地サポートを行う SKYUS は、
カリフォルニア州サンディエゴで設立された
会社です。サンディエゴ・ロサンゼルス・ニューヨークを拠点に、
教育プログラム
や海外研修の提供を、現地の大学・カレッジなどの教育機関や、企業・団体と
協力して行っています。
『多様性あるアメリカ教育』
の提供や
『グローバルリーダーの育成』
に大きく貢献することを目指しています。

近年、グローバル化が進み、今や日本においても様々な国の人々が一緒に働く時代とな

New

York

プログラムのお申込み、ご質問・お問い合わせはお気軽にご連絡ください。

2週間〜（4週間以上が望ましい）
日系企業・米系企業・米系NPO団体
１８歳以上（高校卒業以上）
不問（大学生、短大生、専門学生もご参加いただけます）
初中級〜（目安：TOEIC４００点〜）
和文履歴書（企業によっては英文履歴書も必要）

エリア

ロサンゼルス・サンディエゴ・ニューヨーク

開始日

ご希望に応じて調整可能

滞在方法
その他

ホームステイ
※米系企業での研修を希望される場合は高い英語コミュニケーションスキル
が必要となります。SKYUS実施のプレイスメントインタビューにより判断
をさせていただきます。

プログラムプラン

アメリカを代表する3つの大都市から選べる研修先
サンディエゴ

ロサンゼルス
Los Angeles

ニューヨーク

San Diego

New York

語学学校
ESTA / F-1ビザ
（2週間〜）

ロサンゼルスでは現地企業はもちろんのこと、日系

ロサンゼルスから車で 2 時間のサンディエゴは全米

多くのグローバル企業が進出しているニューヨーク

あり幅広い選択 肢があるエリアです。ロサンゼルス

多く、公共交通機関も発達しているコンパクトな街で

様々な企業が日々スピード感をもって国際ビジネス

企業も小規模から大 規模まで様々な業 種の企業が
で活躍している日本人も多く、英語と日本語の両言

語を話せる人材ニーズの高い場所です。ロサンゼルス
では活発に働く人々が多く、そのようなアメリカの大

都市で働くことにより、アメリカ経済の中心にいるこ
とを体感できるでしょう。
【業種】

食品、コンサルティング、流通、商社、メーカー、貿易、
人材派遣、観光、旅行関係、IT、出版・メディア、アパ
レル、会計士事務所、NPO 団体 など

で 7 番目に大きい都市です。ビーチやリゾート地も
す。地元に根ざした企業も多く、現地の人とも交流を
していく機会が多く持てます。ビジネスシーンにおい
てもカジュアルなスタイルが多く、気さくに人とコ
ミュニケーションをとるカリフォルニアらしい働き方
を体験することができるでしょう。
【業種】

は、今や世界最大のビジネス街と言われています。
を繰り広げている街で、今後のキャリア構築に役立

つビジネスセンスを磨くことができます。ニューヨー
クは公共交通機関が整っており、様々なイベントも行

われておりますので、生活面でも充実させることがで

キャリアトレーニング
(2週間〜８週間)

到着後、
語学学校で英語コースを受講し、
まずは英語のコミュニケーション
に慣れる準備をします。その後、2 〜 8 週間のキャリトレーニングを行
います。
語学学校は、
College of English Language (CEL)をお勧めします。
※語学学校は College of English Language (CEL) 以外の学校でも構いません。
※ニューヨークエリアは CEL のキャンパスがありませんので、他の語学学校にて受講ください。
※キャリアトレーニングの期間は 4 週間以上が望ましいとされています。
※キャリアトレーニングのみをご希望の方はご相談ください。

カリフォルニアの語学学校
College of English Language (CEL)について
College of English Language（CEL）は1981 年に設立したカリフォル
ニアを代表する老舗の語学学校です。サンタモニカ
（ロサンゼルス）、サン
ディエゴダウンタウン、サンディエゴパシフィックビーチに 3 つのキャンパ
スを持ち、少人数クラスで実践的な英語レッスンを提供しています。
CELが留学生に選ばれる理由
1クラス10名以下の少人数クラス
ヨーロッパ、中南米を中心とした
多彩な国籍ミックス
フレンドリーで経験豊富な英語教師陣
留学生に人気のビーチリゾート

きます。
【業種】

観光・旅行関係、ホテル、IT・ウェブマーケテイング、

食品、コンサルティング、商社、メーカー、人材派遣、

出版・広告、アパレル、スポーツ関連、NPO 法人、

観光、旅行関係、IT、出版・メディア、アパレル、

教育機関 など

アート、PR・マーケティング、会計事務所 など

※ 受入先企業により求められる条件が異なるため、年齢、
スキル、英語力によって手配できない業種もあります。

キャリアトレーニングプログラム体験談
価値観が変わり、自分の選択肢が広がった！

子供たちと一緒に自分も大きく成長できた！

加藤 龍太郎さん

山本 怜さん

受入先企業：IT 企業

受入先企業：米系 NPO

就業地：ロサンゼルス

就業地：ロサンゼルス

就業時間：３ヵ月

目的や英語力によって選べる企業の種類
英語力

英語の使用頻度

業務内容

目的

日系企業

●〇〇
初中級〜

●〇〇
少ない

単純業務〜実務

キャリア構築

米系企業

●●●
上級

単純業務中心

英語力 UP

米系 NPO団体

●●〇
中級

( ビジネス )

（業務の 20 〜 50%）

●●●
多い

（業務の 80 〜 100%）

●●●
多い

（業務の 80 〜 100%）

単純業務〜実務
( ボランティア）

英語力アップ＆キャリア構築

日系企業と米系NPO団体をオススメする理由
理由１ 日系企業では、会社スタッフ ( 日本人スタッフ ) を将来の自分と重ね合わせることで海外で働く術を学ぶことができます。
今後のキャリアパス形成に大きなプラスをもたらします。

理由２ 日系企業では米系企業と異なり、単純業務のみならず実際の業務に触れることもでき、さらには経営者から日本語でアメリカビジネス
の詳細が学べ、日本とアメリカのビジネスの違いを理解することができます。

理由３ 米系 NPO 団体では英語でオフィス業務とボランティア活動をしながら社会貢献ができます。

ボランティアを通しアメリカの社会問題に直に触れることができ、自身の視野や価値観が広がります。

大学卒業後にアメリカで働きたいという意思があったので、アメリカで
仕事をするというのはどのようなものなのか、実際に肌で感じてみよう
とこのキャリアトレーニングに参加しました。私の研修先は IT 企業で、
職務内容は、主にインターネットを使ってロサンゼルスにある日本人向
け企業の情報を調べ、そのデータを入力する作業です。また、営業部
の方と日系企業にチラシ配りの営業も行かせていただきました。研修
開始時、私はパソコンにおいては素人同然でした。社内で交わされる
会話の中に、ITの専門用語がたくさんあり、理解するのに苦労しました。
自分が将来何をしたいのかが決まっている人も、そうでない人も、ぜひ
このプログラムで何かしらの企業体験をすると良いと思います。将来
何をしたいのか決まっている人は、実際に社会人としてその分野の職場
で研修することで、より多くの知識と経験を得ることができにますし、
まだ将来何をしたいのか決まってない人も、自分の進路選択の視野が
広がると思います。

就業時間：１ヵ月

私は将来、世界の貧しい子供を助ける仕事がしたいと思っています。
そのため、英語で子供たちに触れる経験と、英語で働くという経験が
必要だと考え、NPO 団体でのキャリアトレーニングに参加しました。
子供たちの英語を理解することが難しく、英語で宿題を手伝う作業が
とても大変でした。また、子供たちは小さなことですぐ喧嘩になるの
で、それをなだめるのにも苦労しました。
しかし、とにかく子供たちは皆可愛くて、英語がたどたどしい私でも受
け入れて懐いてくれ、わからない単語も「それどういう意味？」と聞け
ば喜んで教えてくれました。
研修中は大変なことももちろん多く、言葉の壁に何度もぶち当たりま
したが、それでも自分から子供たちに話しかけていけば、必ず笑顔で
返してくれるし、向こうからも来てくれるようになります。
とてもいい経験になり、研修が終わった今では挑戦して本当に良かっ
たと実感しています。

帰国後の就職活動体験談
キャリアトレーニングでの経験が評価され、大手企業５社から内定を獲得！
社会に出る前に「ビジネスで英語を使う経験」を積みたいと考え、日系コンサルティング会社で 2 ヵ月間の
キャリアトレーニングに参加しました。
トレーニング期間中は実際に日系企業の米国進出の支援や商談に
参加したり、ビジネスプランの作成、組織図作りや企業研究、市場調査や、財務表作りなど実際のビジネス
にも参加させていただきました。
学生にも関わらず、商談に参加して発言までできたことは、自分自身にとっても大変貴重な経験となりまし
た。
どんな目的をもって留学しどう行動したか、また学校で学ぶだけではなく、英語をビジネスシーンで実
際に使う経験を得たことが、
就職活動において企業にも高く評価されたのだと思います。
企業の海外進出が増えている中、海外志向の学生はかなり求められています。
将来を見据えて自主的に行
動すれば、
信頼を得ることができ、
自分自身も成長します。
ぜひこれから渡米する方にも貪欲に取り組んでいただきたいですね！
（YH さん・大手コンサルティング会社に就職）

