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トロント仕事情報 - 12月編

講師陣紹介

コーナーストーン日本語ブログ: http://cornerstonetoronto.blog68.fc2.com

Cornerstone Guide Vol. 119 Dec 10th 2010

クリスマス旅行が安い!

Building a Strong Foundation

“Don’t Look Back” 
As the saying goes, 
if you have a mind to do something, you can do it. Assisting you on your successful journey

All Inclusive ワーホリ Package2011 発表
講師陣への成績表 - Quality Control System 

　冬に入ったトロント。仕事が減ってきているのではと心配される学生
もいるかもしれませんが、まだまだ留学生ができそうな仕事が毎日情報
サイトに掲載されています。その一部をご紹介します。

Terms: Full Time
Salary: $15.00 per hour
Start Date: As soon as possible
Skill Requirements: Operate cash register, customer service oriented, 
estimate quote prices, process money - cheques and credit / debit card 
payment, provide advice about merchandise, suggestive selling, work with 
minimal supervision.
Retailer (Full Time Sales Associate)

Terms: Permanent, full time, weekend, day, eEvening
Start Date: as soon as possible
Education: completion of high school
Experience: experience an asset
Languages: speak, read and write English
Specific skills: balance daily transactions, resolve problems that arise, 
such as customer complaints and supply shortages, authorize payments by 
cheque and the return of merchandise, customer service oriented
Work conditions and physical capabilities: handling heavy loads, com-
bination of sitting, standing, walking
Essential skills: reading text, numeracy, writing, oral communication, 
working with others, job task planning and organizing

　コーナーストーンでは講師採用において厳しい基準を設けています。
1．大学卒業者
2．TESL資格保持者
3．講師経験者　海外で教えたことがあるとよりよい
4．フレンドリーで教えることに情熱をもっている

こうした基準の結果、当校講師陣は
 大卒者
 TESL資格保持者
 最低講師歴3年
 平均8年の講師歴
 最高20年以上の講師
の精鋭講師陣をそろえています
講師陣紹介
Luis
トロント大学卒業。過去にドイツやポルトガルでも経験を持つ。当校人
気コースTEYCを受け持つとともに、ESL上級レベルで人気の講師
John
同じくトロント大学卒業。講師歴15年を超えるベテラン講師。文法を教
えることに特に定評のある講師
Wendy
York大学英文科卒。過去に日本でも4年講師経験を当校大人気講師。
TESOLプログラム受講者から『Wendyのような先生になりたい』という
感想がでるほど生徒に慕われている
Nathan
当校大人気プログラムReal Speakingを受け持つ
講師。テンポのよい授業、生徒中心の授業と生
徒からの評価は常に100点に限りなく近い、パ
ーフェクトな講師。
Margaret
元ビジネス・コンサルタント。そしてTESL資格を
もつ。ビジネスにも精通
し講師としても一流の
彼女。トロントでNo.1ビ
ジネス講師と断言でき
るだろう。

　モチベーション高い講師を採用し続けるために当校では各セッショ
ン修了時に学生が講師へも成績表をつける、質管理システムを採用し
ています。
　もちろん成績が悪かった講師へは授業の改善指導、たとえばレッスン
プランの作成法とともに、学生が学びたいトピックの再構築、アカデミッ
ク・ディレクターによりクラス・オブザベーションなどを行い、改善された
のかをしっかりと確認します。そして改善されなかった際には解雇という
処分を下します。
　大切な時間とお金をかけてくる留学。だからこそ学校もしっかりと講
師陣の質をコントロールし、常に質の高い授業を行うように運営してい
ます。

　ワーホリ学生に人気の授業料割引＋ワーホリ必須サポートを含んだ
All Inclusive ワーホリ Package2011の料金を発表しました。

1年間を充実させるワーホリ･サポート　
All Inclusive ワーホリ Package

仕事が見つかるまで何度でもカウンセリング 
卒業後も質問に来ることができる
● 推薦状 (仕事探し用)   ● レジュメ・ワークショップ   
● 仕事探しワークショップ  ● 毎月の仕事情報紹介   
● インターネット1年間使用 ● Sin Number申請ガイダンス
充実したワーホリ生活のための準備をコーナーストーンで！

　冬だからこそ行く旅行。それはスノーボードやスキーではないでしょ
うか?!今月のお勧め旅行とともに紹介です。

Ski & Snowboard Tour
Prices: $80
含まれるもの: バス代、1時間のスノボ、スキー
レッスン。スキー、スノボレンタル、6時間フリー
パス、スノーパンツ$5
New Years Eve Trip to York City
Prices: $339
含まれるもの: ホテル代（シェアルーム）、マンハッタンツアー、朝食付き、
セントラルパーク、ブルックリン橋、ソーホなど自由時間をたくさん!
New Years Eve Trip to French Canada
Prices: $219
含まれるもの: ホテル代(シェアルーム）、ツアーガイド付き、ナイトクラブ
入場料込み！バス代、1時間のスノボ、スキーレッスン。スキー、スノボレ
ンタル、6時間フリーパス、スノーパンツ$5


