Work Plus SEA 2020

以下の手順に従って仕事を探しましょう:

タックスファイルナンバー
を持っていますか？

いいえ
はい

SEAのヘルプシート
を参考にし、

履歴書は持って
いますか？

www.ato.gov.au
のサイトに行きましょう。

いいえ

学校にある履歴書のお手本を
使って作成してみましょう。
完成したら、先生にチェック
をお願いしましょう

はい

仕事探しの準備は万
端です！次のページ
に進みましょう。
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WorkPlus - 仕事探しガイド

どうやって仕事探しを始めればいいの?

このWorkPlus guideでは、あなたが最初の仕事を見つ
けるのに必要な情報がすべて載っています。

1. Manly Daily

SEA の先生とスタッフは以下のことについでお手伝いしま
す：
•

Tax File Numberの申し込み

•

銀行口座開設

•

英語の履歴書作成

•

仕事探しのコツ

•

税金とSupperannuationについての説明

Manly Dailyは無料の新聞紙で、マンリーとその周辺の
仕事募集が載っています。土曜日に一番多く掲載され
ます。もし興味のある募集があれば、自分で電話をか
ける必要があります。(電話のかけかたは次のページに
のっています).
以下は求人広告で使われている略語とその意味です：

•

F/T - Full time (週に40時間ほど)

•

P/T - Part time (週に２０時間ほど)

•

Casual - 週によって労働時間が変化します

•

Exp. Req. - Experience required

•

Min. - Minimum

どんな仕事ができるか?

•

Pref. - Preferred

基本的にアルバイト（Casual/ Part-time）では特に専門的な
スキルや資格は必要とされません。学生は簡単に、誰でも応
募できる仕事を見つけられます。学生に人気で、見つけやす
い職種はこれらです：

•

Pw - Per Week

•

Pls. - Please

•

Ph. -Phone

•

40K - $40,000

•

$18ph - $18 per hour

•

Exc. - Excellent

•

Super - Superannuation

このガイドを読み終え、さらに情報が必要な場合や質
問がある場合はいつでもSEAのスタッフに聞いてくだ
さい。We're here to help you!

•

ウェイター・ウェイトレス

•

料理人・シェフ

•

キッチンハンド：料理の手伝いと皿洗い

•

ベビーシッター：子供の面倒を見る

•

Benefits - Holiday pay, sick pay

•

受付

•

ASAP - As soon as possible

•

店員

•

RSA - Responsible Service of Alcohol. バーやお酒を

•

クリーナー

•

農業 (学習中は不向き)

提供するお店ではこの資格が必要です。これは４時間のコース
です。学校の求人ボードを参考に、またはSEAスタッフに直接
お問い合わせください。
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どうやって仕事探しを始めればいいの?(続…)
2. インターネット
以下は仕事探しに役立つウェブサイトです。仕事探しのコツが掲載されているものもあります。
•

www.taw.com.au

•

www.mycareer.com.au

•

www.CareerOne.com.au

•

www.seek.com.au

•

www.jobsearch.gov.au

•

www.positionsvacant.com.au

3. クラスメイトに聞いてみよう
クラスメイトのバイト先が他にも働き手を探している可能性はたくさんあります。
4. 歩き回る
一つのとてもいい方法は、履歴書を沢山持ってManlyのお店やWarringah Mallを歩き配ることです。お店のマネージャーに直接渡
すか、マネージャーが不在の場合はスタッフに渡してもらうように頼みましょう。連絡をもらうために、履歴書に記載する電話
番号があってることを必ず確認しましょう。この方法は、とてもシンプルで直接的なため、一つの一番成功的な方法です。歩き
回るときにはスマートカジュアルな服装で、いい第一印象を与えられるようにしましょう。もし４日～５日以内に返事をもらえ
ない場合は、履歴書をもってもう一度訪ねてみましょう。雇用者は忙しいため、あなたの履歴書をなくしたり忘れたりする可能
性があります。

電話をかける
もしネット、または新聞で興味のある求人広告を見つけた場合は、自分で電話をかけて情報をもらったり、日程調節をしてイン
タビューを依頼する必要があります。これらはそんな時に電話で使える表現方法です：

最初に言うこと:
"Hello, my name is (your name). I'm calling about the job advertisement I saw in (name of website or newspaper) and I'd like to apply for this
position."
インタビューをアレンジする:

"Is it possible to arrange a time to meet and have an interview for the job?"
切る前に一言:

"Thank you very much for your time. See you at (time) on (day)."
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インタビュー
1. スマートな服装
きちんとした格好で行けば、雇用者側もきちんとした対応をしてくれます。
2. 遅刻は厳禁
インタビューに遅れていけば仕事はもらえません。確実に遅刻しないためには早めに行きましょう。遅れる可能性が

ある場合は、できるだけ早く電話してお知らせしましょう。
3. 笑顔でリラックス
インタビュアーと仲良くなれれば、採用の可能性はとても大きくなります。もし、インタビュアーの話が早すぎたり、理解でき
なかった場合は恐れずに"Sorry, could you repeat that please?"といいましょう。MyEnglishの時間に先生にインタビュー

の練習を申し込んで、練習してから望むのもいい方法です。
4. 雇用者がよく聞く質問：
•

Do you have any experience working in a shop/cafe/restaurant...? （ショップ/カフェ/レストランでの経験はありますか？）

•

How long will you stay in Australia? （オーストラリアにはどのくらい滞在する予定ですか？）

•

When will you be available to work? （いつ働けますか？）

•

When will you be able to start? （いつ働き始めることが出来ますか？）

•

What visa do you have? （あなたのビザの種類は何ですか？）

5. 雇用者に確認するべきこと：
•

Will i have some training to do this job? Will I get paid for the training?（トレーニング期間はありますか？その期間お給料はもらえますか？）

•

What are the hours? Are the hours flexible or regular?（勤務時間は何時間ですか？シフトは組めますか？）

•

What do i have to wear?（何を着ればいいですか？）

•

What is the rate of pay?（お給料はいくらですか？）
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よくある質問
1. 時給はいくらほどでしょうか？
Casual Jobの場合の時給は基本＄１４～＄２５の間になります。（これはその人の経験値と週の日にちによっても変わります。
きちんとしている仕事先は週末時給が高くなります。）

2. 仕事はどのくらいで見つかりますか?
.職種にもよりますが、本気で仕事探しをすれば大体三週間ほどで仕事が見つけられます。返事をもらえるまで、できるだけ多
くの仕事に申し込んでみましょう。

3. レベルの高い英語が必要ですか?
基本的にPre-Intermediateの英語レベルがあれば、ほとんどのCasual Workはできます。もちろん、英語のレベルは高ければ高
いほど仕事探しは簡単になります。

4. オーストラリアの雇用者はどんな感じですか?
•

働き者

•

礼儀がある

•

時間厳守

5. 何時間働けますか?
学生ビザの学生は、週に２０時間まで働くことが出来ます。ワーホリの学生はフルタイムで働くことが可能です。同じ雇用者の
下で最高６か月まで働くことが出来ます。

6. 税金について何を知っておく必要がありますか?
オーストラリアで働き収入を得た後には、タックスリターンを行うことが法律で決められています。オーストラリアで自営業、
または雇用されている人は収入から税金が自動的に引かれます。状況によって、大体の場合引かれた税金の一部、またはすべて
を返してもらうことができます。
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