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職場実習に関する
保護者用手引き
NSW州公立高校在学中の生徒および
TAFE NSW専門学校でHSCコースを履
修している生徒の職場実習について

この手引きは、
職場実習の概念、
関連事項および保護
者と生徒への利用可能なサポートについて説明する
ものです。
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セクション 1
職場実習について

• 職場実習プログラムはNSW州セカンダリースクールの
カリキュラムの一部で、計画された一定期間 ― 通常は
1週間 − 教室で学んだことをさらに充実させる貴重な
機会として、自分で選んだ職場で働くことを奨励するプ
ログラムです。
• 職場実習はNSW州の公立高校に在学中の全生徒、そし
てすべての能力レベルの生徒を対象としています。

なぜ職場実習は重要なのですか？
職場実習は次の理由で生徒のためになります:
• 変化する仕事の世界および企業の世界の知識を直接得
ることができる。
• 自分の職業またはキャリアへの願望を試してみる。

• 関連産業/業界という環境で教科学習を修了する。
• 雇用主が求めている特性を直接体験する。
• 職場でのコミュニケーション、
「人との接し方」など全般
的な仕事の技能、および/または職業教育訓練
(vocational education and training (VET) の教科の指
定能力のような特定業種の技能を身につける。
• 忙しい大人の労働環境に参加することを通して、より深く
自己を知るだけでなく、自信および成熟度を高められる。
• 学校での勉強、TAFE NSW、あるいは私立もしくはコ
ミュニティの登録済訓練機関（private or community
registered training organisation� (P/C RTO)での訓練、大
学での学習と将来の雇用および訓練との関係を探る。
• 学校を経て、高等専門教育、訓練そして仕事へと円滑
に移行する。

主要な2種類の職場実習プログラムとは何です
か？
Work Experience
• 生徒は、通常、本人が選んだ分野で｢仕事の世界｣への
一般的なオリエンテーションに参加します。生徒は彼
らの技能レベルに適した仕事を監督のもとに試みるこ
とができるだけでなく、さまざまな仕事を観察すること
ができます。
• Work experienceは、仕事、キャリア、企業の教育プロ
グラム、その他の教科学習および学校のキャリアプラ
ン活動が土台となります。
• これらのプログラムは通常9年生または10年生で初め
て実施され、さらに11年生および12年生でも機会が与
えられる場合もあります。
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Work Placement
• Work placementは、ビジネスサービス、建設、エンタ
ーテインメント、ホスピタリティ、情報技術、金属およ
び工学、第一次産業、小売業および観光業を含むハ
イアー･スクール・サーティフィケート（Higher School
Certificate (HSC) の一環として業界で認定されたコー
スを受講している11年生および12年生の生徒を対象と
したプログラムです。

• これらの職業コースは、学校またはTAFE NSW専門学
校によって実施される場合もあれば、生徒に特定の産
業ベースのコースを提供するために学校によって委託さ
れた「民間提供者」としても知られている私立またはコ
ミュニティー登録済み訓練機関（private or community
registered training organisation） (P/C RTO) によって
実施される場合もあります。
• Work placementは上記記載のコースのHSC必須要
件です。Work placementの期間中、生徒は受け入れ
雇用主の監督のもとで、学校やTAFE NSWまたはP/C
RTOで職場実習以外の訓練として学んできた特定の産
業技術を練習したり、能力を伸ばしながら、受け入れ雇
用主の職場で無給で働くことになります。
• Work placementは生徒の業界水準の能力達成を裏
付ける証拠を収集するために教師によって活用されま
す。適格な職場の評価者と協力して行われる場合もあ
るでしょう。
• 生徒の能力はオーストラリア全体で認められる産業特
定のVET資格へと結びつきます。

職場実習プログラムはその他にもありますか?
• はい。企業による教育プログラム、コミュニティによって
提供される学習、職場で雇用主によって指導される生徒
指導教育プログラムなどがあります。
この文書の理解が困難な場合、
またはさらに詳しい情報
をお知りになりたい場合は、131 450の電話通訳サー
ビスまで連絡の上、
ご希望の言語の通訳を指定し、
学校
あるいは当該のTAFE NSW専門学校またはP/C RTOま
で電話をかけるように依頼してください。
このサービスは
無料です。

セクション 2
職場実習はどのような仕組みになって
いるのでしょう?
• 職場実習プログラムは学校あるいは当該のTAFE
NSWまたは委託されたP/C RTOによって組まれ、承認
されています。
• 殆どの生徒はハイスクール在学中、ある段階で職場実
習に参加する機会を得ることになります。

• 実習は生徒の教科学習、キャリアプラン、その他の学習
内容を踏まえて生徒のために手配されます。

• 職場実習はカリキュラムの一環ですので、プログラムは
学校またはTAFE NSWの学期期間中に実施されます。

• 生徒は実習経験に際して十分な準備ができるように実習
前に教師によって取り計らわれた活動に参加します。

• 9年生と10年生の職場実習プログラムは学期中にのみ
実施できることになっています。

• 職場では、生徒は受け入れ雇用主または職場の指定さ
れた監督者によって監督されます。彼らは生徒の学習
意欲を高め、能力を試すような適切な仕事が生徒に与
えられるように責任をもちます。

• 15歳未満の生徒は午前7時前または午後6時以降は働
くことはできません。

• お子様の学校、TAFE NSW専門学校またはP/C RTOも
また、職場での生徒に対する注意義務があります。教
師は監督のために受け入れ雇用主または職場の監督者
を訪問したり、電話したりして、生徒の進捗および福利
を確認します。実習後は生徒との話し合いなども行な
われなければなりません。

生徒はどのようにして実習先を得ますか?
生徒に合う実習先を見つけるためには次の方法があります。
• 学校、あるいは当該のTAFE NSW専門学校またはP/C
RTOは、職場での実習先を確保すると雇用主の要件と
生徒の関心、ニーズおよびキャリアプランに応じて生徒
に割り当てます。
• 必須のHSC VET work placementsは、これらの実習
を調整するために設立された地域コミュニティパート
ナーシップ(Local Community Partnerships) (LCPs)を
通じて紹介されます。教師はLCPによって提供された良
質の実習先と生徒を組み合わせるのです。
• 生徒は学校と保護者の支援を得て自分でwork
experienceの実習先を見つけ、学校、あるいは当該の
TAFE NSW専門学校の承認を得ます。生徒が自分で受
け入れ雇用主での職務を見つけた場合には、学校また
はTAFE NSW専門学校は雇用主のためにガイドライン
と紹介状を送ります。

生徒は何歳で参加できるのですか?
14歳以上の生徒は参加できます。15歳未満の場合、生徒
が参加できる時間について制約があります。

生徒は職場実習をいつ実施しますか?
• 学校、TAFE NSW専門学校または P/C RTOが、通常コ
ミュニティとの協議によって、職場実習活動が年度内の
いつ実施され、どの生徒が参加するかを決め、保護者
である皆様に各プログラムの詳細も提供します。
• 生徒はプログラムの期間中、毎日職場へ出勤すること
になっています。

• 特別な事情がある場合に限り、学校長（Principal）は、
11年生および12年生の生徒が個人的に学校の休み中
に職場実習を行うことを承認する場合もありますが、
クリスマス休暇はその対象にはなりません。
• 学校長による特別許可がある場合には、職場実習が週末
まで延長されても構いませんが、但し、それは週末の労働
が業界の不可欠な要件である場合のみに限られます。

生徒はどの位の距離を通勤しなければなりませ
んか?
• 殆どの実習は自宅から通勤可能な距離内です。
• 自宅を離れて宿泊施設に泊まる実習については、生徒
に特別な承認が与えられる場合もありますが、この特
別な承認というのは、生徒のために教育上、例外的な
価値が認められるという証拠があることが前提となり
ます。それはまた職場の監督、交通手段、宿泊施設およ
び夜間の監督について申し分のない手はずが整ってい
ることが前提となります。
• 学校が州境や州境近辺に所在する場合や、あるいは産
業がNSW州には存在しない場合を除いては、他の州で
の実習が妥当だと認められることはほとんどありませ
ん。もしも州外での実習を検討している場合は、まず学
校あるいは当該のTAFE NSW専門学校に問い合わせ
るべきです。

通勤方法の手配についてはどうですか?
• 保護者の方は生徒が注意深く通勤方法を計画できる
ように手伝う必要があります。学校、TAFE NSW専門学
校またはP/C RTOも生徒の通勤について支援しなけ
ればなりません。
• 131 500のTransport InfoLineに電話で問い合わせる
か、またはウェブサイトwww.131500.comで時刻表お
よび公共輸送機関の関連情報をお調べください。
• 保護者として、お子様が安全に通勤方法で通勤できる
と満足できなければなりません。何か懸念がある場合に
は、直接プログラムの管理者と直接話し合うべきです。
• 交通費はすべて生徒負担になります。職場実習プログ
ラムの期間中はお子様の交通費を援助していただくこ
とになります。
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• 公共の電車、バスおよびフェリーでの通勤にはコンセ
ッションを利用いただけます。民営バスでも適用される
場合もあります。
• 必要な場合には、要求に応じて学校は生徒の年齢証明
または身分証明書を発行する手続きを行います。

どんな承認が必要なのですか?
• 学校あるいは当該のTAFE NSW専門学校またはP/C
RTOは、生徒が提案された職場実習活動を実施できる
ように保護者の許可を求めることになります。
• 各職場での作業は、生徒に渡されている生徒実習記録
(Student Placement Record)に文書で記録されなけれ
ばなりません。
• 生徒実習記録は、学校あるいは当該のTAFE NSW専門
学校またはP/C RTOが最終的承認をする前に、生徒、
受け入れ雇用主および保護者によって署名されていな
ければなりません。実習がいったん承認されると、記入
済みの生徒実習記録のコピーをお渡しします。容易に
参照できるところに保管してください。
• 時には保護者の方が好まれる雇用主、あるいは息子さ
んや娘さんの職場での実習作業が希望どおりの時期に
ならない場合もあります。このような場合には学校また
はTAFE NSW専門学校と話し合われる必要があるでし
ょう。
• 学校やTAFE NSW専門学校、P/C RTOは、実習は生徒
に安全かつ適切な経験を提供し、生徒に対する注意義
務が果たされるという確信を得なければなりません。
• 受け入れ雇用主は、どのように実習中、生徒の安全を守
るかということを生徒実習記録に示さなければなりま
せん。
• HSC VETコース、および建設業でのあらゆる職場実習
のための実習承認の条件として、生徒は仕事に就く前
に特定の職場の労働安全衛生の研修(occupational
health and safety training)を修了しなければなり
ません。さらに詳しいことをお知りになりたい場合は、
学校あるいは当該のTAFE NSW専門学校またはP/C
RTOにお問い合わせください。

私の子供は賃金を受け取りますか?

• いいえ。生徒は「ボランティア労働者」として分類され
ますので賃金は支払われません。特定の産業を対象と
した連邦または州の定めた最低賃金、NSW州年次休
暇法(NSW Annual Holidays Act)または労災補償
法(Workers Compensation Act)の下に、受け入れ
雇用主は生徒に対して何ら支払いをする必要はありま
せん。
• 職場実習プログラムの生徒に対してはDepartment
of Education and Trainingが保険をかけますが、こ
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の保険は、職場実習プログラムで賃金を受け取る生徒
に対しては無効です。
• 1つだけ例外があり、それは息子さんや娘さんがパート
タイムの仕事をしていて、彼または彼女がその雇用を
HSC VETのための必須の実習要件として利用する場合
です。
– この場合には、雇用主と交渉し、学校および該当
する場合にはTAFE NSW専門学校またはP/C
RTOによって承認されなければなりません。
– このような場合には、生徒はボランティア労働者で
はなく、雇用者の保険手続きがその生徒に適用され
ます。

免許および許可についてはどうですか？
• 生徒がすでに当該の有効な許可または免許を取得済
みでない限り、かつ作業が直接実習の学習成果と関連
がない限り、許可または免許を必要とするいかなる作
業も行うべきではありません。
• 許可または免許を必要とする作業の詳細は生徒実習記
録（Student Placement Record）に記載されなければ
ならず、実習が行われる前にすべての関係者（保護者を
含む）によって承認されなければなりません。

セクション3
生徒の安全を守る

• Department of Education and Training（同省）にとり
ましては常に生徒の安全および児童保護が最も重要
で、それは生徒が職場実習に参加しているときも同様
です。

• 保護者および受け入れ雇用主と定期的かつ効果的なコ
ミュニケーションを図ることがすべての職場実習プロ
グラムの不可欠な側面です。
• 同省は受け入れ雇用主が職場で学ぶ生徒のために安全
かつ効果的な機会を提供できるように、雇用主に職場
実習に関する雇用主の手引き（An Employer’s Guide to
Workplace Learning）を渡します。この詳細な雇用主の
手引きには青少年と安全問題、禁止されている行動、
生徒の職場への紹介方法についてのアドバイスなどが
述べられています。
この詳細な手引きには児童保護に関する事柄について
重要な情報が含まれています。雇用主は、生徒を取り
扱うことに関連する特別な責任があることをすべての
スタッフに確実に認識させることが要求されています。
• 同省のスタッフは、子供あるいは青少年が危害を受ける
危険にさらされているという妥当な疑惑が持たれる場
合には、すべて報告しなければなりません。また児童保

護の面で雇用主またはその従業員に対する何らかの苦
情があった場合にもすべて報告することが要求されて
います。
• 生徒との性的な性質のいかなる行為も容認されず、即
処分の対象となります。雇用主または同省のいかなる
スタッフも児童保護の面で従業員に対する申し立てが
あった場合、いかなる場合も学校長（Principal）または
責任あるTAFE NSWインスティチュート･マネジャーに
通知しなければなりません。このような場合、従業員に
は雇用者も含まれます。
次に学校長またはTAFEインスティチュート･マネジャ
ーは、妥当な場合、さらにこの件を追及できる同省
の従業員業務･行動課（Employee Performance and
Conduct Unit）に通知することが要求されます。また
重大な申し立てについてはDepartment of Community
Servicesおよび/または所轄のNSW Policeにも通報さ
れます。
• 例えば、学校、保育所、病院など児童と関係のある
職場で生徒が職場実習プログラムを実施しようと計
画している場合は、お子様はまず雇用禁止宣言書（
Prohibited Employment Declaration）に記入する必要
があります。これは児童を相手に仕事をする人を適切な
人々のみに限るためであり、Commission for Children
and Young Peopleの指針の下に必須要件となってお
ります。学校あるいはTAFE NSW専門学校またはP/C
RTOは、記入する必要がある生徒に宣言書のコピーを
渡します。

緊急事態についてはどうですか？
職場実習プログラムの手配には細心の注意が払われ、殆
どすべての実習は何ら問題なく運ばれますが、稀に、予想
外の状況で問題が生じることがあります。

同省では、万が一生徒が緊急事態に直面した場合に生徒
を支援するための規定があります。その一つの要件は、
実習時間中の生徒の緊急連絡先があること、もう一つ
は、実習中を通して緊急時に誰に連絡するかを示した小
さなカード｛安全と緊急時の手順 ― 生徒連絡先カード
(Safety and Emergency Procedures – Student Contact
Card)｝を生徒が保持していることです。このカードは通
常クレジットカード大の大きさで目立たないように使用で
き、安全に関するアドバイスも含まれています。

• 安全と緊急時の手順 ― 生徒連絡先カ ードは生徒の
学校あるいは当該のTAFE NSW専門学校またはP/C
RTOによって準備されます。緊急時の連絡先は、監督
のもと、記入済みの生徒実習記録（Student Placement

Record）にある情報に基づいて生徒が記入します。カ
ードはその生徒のみによって、緊急時のみに使用され
ます。

• 平常の営業時間中、自分が危険にさらされていると心
から思いながらも、受け入れ雇用主または職場の監督
者にそのことを話す自信がないと感じた場合、生徒は
学校や当該TAFE NSW専門学校またはP/C RTOの指
定する、もしくは学生連絡先カードに記載されている指
定連絡先に電話すべきです。また重傷を被った場合に
は、生徒は保護者にも連絡するべきです。あなたの電
話連絡先詳細もまたカードに記録されます。
• 授業終了時刻と平常の営業時間が終了するまでの間を
含み、自発的に緊急時の連絡先となることを申し出る
適切な教職員メンバーがいない場合には、その時間は
生徒の実習は行われません。
• 比較的少数ですが、通常11年生および12年生で、実習
が平常の営業時間外まで延長する場合があります。
これは学校あるいは当該のTAFE NSW専門学校または
P/CRTOによって生徒実習記録にその旨記録されること
になります。生徒がその平常の営業時間外の間に危険
にさらされていると思った場合には、生徒は自分の保護
者に連絡しなければなりません。いかなる問題も保護
者の方が調査または解決される必要はありません: 単
に危害を受ける可能性のある状況から息子さんまたは
娘さんを切り離すだけで結構です。保護者から報告を
受けた後、職場での問題を早急にフォローするのは学校
あるいは当該のTAFE NSW専門学校またはP/C RTOの
責任です。その結果は保護者の方に報告されます。
• 平常の営業時間外のみ、保護者の代わりの連絡先とし
て、生徒が信頼する責任をもてる別の大人を指名する
ことを希望される場合もあるでしょう。その方の詳細は
生徒実習記録に記録されていなければならず、署名も
必要です。連絡先になる人は受け入れ雇用主あるいは
その従業員であってはならず、生徒のボーイフレンドや
ガールフレンドであってもいけません。
• 保護者、または保護者が指定された連絡先の人は、生
徒の実習期間中、平常の営業時間外に発生し、生徒と
関わりのある緊急事態についてすべて生徒の学校ある
いは当該のTAFE NSW専門学校またはP/C RTOへ報告
しなければなりません。しかも発生後、例えば翌日一番
になど、
できるだけ早く報告されなければなりません。
学校あるいは当該のTAFE NSW専門学校またはP/C
RTOがその事件に対応し、適切な措置をとります。
• 学校あるいは当該のTAFE NSW専門学校またはP/C
RTOによって最終的に承認される前に、まず適切な連
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絡先の詳細およびMedicare番号を生徒実習記録の保
護者のセクションに記入しておくことが大切です。実習
中に医療処置を必要とする場合、Medicare番号が必要
となります。Medicare 番号を持たない生徒はかかりつ
けの医師（GP）の連絡先詳細を記録しておくと良いで
しょう。ご協力をお願いいたします。

P/C RTOはその組織内で生徒の実習についての保険手続
きの詳細を提供することになります。しかし、生徒のため

のコースを実施するべく委託されている民間もしくはコミ

ュニティのRTO (P/C RTO)によって実施されているコース

に息子さんや娘さんが参加している間は、彼または彼女の
学校が継続して生徒に対する注意義務を負います。学校

• Medicare番号は安全と緊急時の手順 ― 生徒連絡
先カードにも生徒が記録しておく必要があります。

は、自分の学校の生徒のための実習プログラムを手配して

• お子様の実習の手配について何か疑問点がございまし
たら、学校あるいはTAFE NSW専門学校までご連絡く
ださい。これは8年生から10年生までの生徒による実習
の要請で、平常の営業時間外まで延長する可能性のあ
る場合も含まれます。

セクション 5
お子様を支援する最善の方法

セクション 4
保険と損害賠償の規定

いるP/C RTOsと定期的に連絡をとります。

実習が決められる前に、世話役から渡された職場実習に

関する情報を一読し、関連情報提供セッションに出席して
ください。ご不明な点がございましたら、詳しい説明を求
めてください。

息子さんや娘さんに次のことを行うように勧めてください：

同省は生徒および雇用主を保護するために以下のように
多数の規定を定めています:

• 将来のキャリアに対して抱いている関心および職業の

• 職場まで、また職場からの通勤を含み職場実習中に生
徒が負傷した場合の保険。保護者は未払いの費用を同
省に請求する前に、まずMedicare、そして民間健康保
険に申請しなければなりません。

• 例えばオーストラリアの全国キャリア情報サービスウェ

• プログラムの期間中に生徒が負傷を負った結果、雇用
主に対して損害賠償請求が行われた場合の雇用主の保
護や、生徒が原因で、資産の損害が発生した場合の補
償。適用には条件があります。
承認された職場実習プログラムに参加した結果、生

徒が重傷を負った場合、同省は労災補償法（Workers’

Compensation Act）が適用される賃金労働者が同等の負

傷を負った場合に受ける補償よりも、生徒の受ける補償が

少なくならないようにします。そのような理由で、同省は医
療費およびリハビリ費用に関する生徒への補償基準とし

て労災補償法（Workers’ Compensation Act）を利用しま

好みを話し合う。

ブサイト: www.myfuture.edu.au を利用して、好きな

業界および関連キャリアを研究する。

• 雇用関連技能日誌（Employment Related Skills

Logbook）のWorkplace Learning Researchの2ページ

に必要事項を記入する。

• 実習から学ぼうと計画していること、彼らが監督者また
は受け入れ雇用主に尋ねるであろうと考えられるよう
な質問について話し合う。

• 生徒が実習の準備のためにその他にしなければなら

ないことを調べる。例えば、学校あるいは当該のTAFE
NSW専門学校またはP/C RTOによって準備された実習
前の活動を完了する。

す。生徒は賃金を受け取りませんので、補償には所得喪失

保護者として次のように支援できます:

傷が受け入れ雇用主、同省または第三者の過失が原因で

• ご自分がご存知か、または提供できそうな適切な実習
先を学校に知らせる。

は含まれません。賃金が支払われる従業員と同様に、負

起きたということが確立された場合には、慣習法の下に生
徒にも賠償金を追求する権利があります。

これらの保険約款は、外部での実習に対してのみ、学校あ
るいは当該のTAFE NSW専門学校またはP/C RTOによっ

て承認された職場実習 プログラムにのみ適用されます。
承認は生徒実習記録（Student Placement Record）に記

録されています。
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• 生徒に影響を及ぼす考慮されるべき障害、病気、医薬
品、アレルギー、制限がある場合、特に職場における生
徒の安全および監督に影響する可能性がある場合、
学校あるいは当該のTAFE NSW専門学校またはP/C
RTOに通知する。
生徒実習記録には、この情報を提供する余白がありま
す。または同記録に情報を添付されても構いません。

もしもお子様の特別なニーズに対応するために職場
で何らかの調整が必要な場合は、学校またはTAFE
NSW専門学校にも連絡しなければなりません。
実習先が最終的に決定した際には、息子さんや娘さんが
次の点について調べるのを支援してください：
• 職場実習を優先できるようにその他の活動のスケジュ
ールを変更する
• 例えば足が覆われる靴など、実習を行うために必要な
衣類およびその他の要件
• 始業および終業時刻（生徒はその職位の平常の時間ど
おり働くことが予期されますが、お子様が15歳未満の
場合は午前7時前または午後6時以降は働きません。）
• 初日に生徒が分かっていなければならないこと（通勤
の手配、到着する時刻、担当者）
• 職場でどのような食事施設を利用できるか、または食
べ物を持参する必要があるか
実習中、お子様が次の様にするように励ましましょう：

• 宿題または学習日誌をすべて完了する。

• 例えば、安全面での心配、事故、負傷、労働争議、ハラ
スメント、いじめなど何か問題がある場合には即座に
指定された担当者に話す。
息子さんや娘さんが貴方様と話し合うように勧めましょ
う:
• 受け入れ側の組織の観点から、その組織がどのように
機能するか
• 自分の仕事に必要な教育訓練上の要件は何か
• 労働条件および組合の役割は何か
• 職場の労働安全衛生 (occupational health and safety
(OH&S)) について

• 助言、支援、将来の機会について、今回およびその他の
実習から連絡網を築いて維持する。この情報は将来の
参考のために記録しておくべきです。

セクション 6
重要な連絡先
本手引きの重要な情報を読む時間を割いていただき有難
うございました。お子様が学校あるいはTAFE NSW専門
学校によって提供される貴重な職場実習の機会を持たれ
るにあたり、お子様を支援するために自信がつき、準備が備
わったであろうことを希望します。
何か疑問点がございましたら、下記の連絡先のいずれかに
ご連絡ください。
• お子様の学校あるいはTAFE NSW専門学校または
P/C RTOの職場実習プログラムのコーディネーター
(workplace learning program coordinator)。キャリアアド
バイザー、VETコーディネーターまたは学校から職業へ
のコーディネーター(School to Work coordinato)の場合
もあります。
• NSW Department of Education and Trainingの当該地域
事務所の職業教育コンサルタント
• TAFE NSW専門学校のコンサルタント – 当該TAFE
NSWの適切なTVET
• シニアコーディネーター(Senior Coordinator Workplace
Learning)、電話: 02 9244 5071のVocational
Education in Schools Directorate
生徒受け入れ雇用主:
（実習時に記入）

Host business:

• 職場における従業員の責任と権利
• 将来このような分野で働くことについて、息子さんや娘
さんは自分の長所、特性、好みについてどのようなこと
を学んでいるか
実習直後、息子さんや娘さんに次の点について話しまし
ょう:

Contact person:

Telephone:

• 雇用主の報告について貴方様と、また適切な教師と話
し合うこと
• 雇用関連技能日誌（Employment Related Skills
Logbook)に記帳すること
• お子様のキャリアプラン、将来の雇用、教育、訓練およ
びキャリアの選択肢の見直し

Mobile:

Address:
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