
大阪府国際化戦略アクションプログラム 

参加者募集 

４８名 

（参加費に含まれるもの） 
 ●授業料、プログラム経費（国内・海外） （教材費、TOEFL（ITP）、ESTA費用を含む） 

 ●往復航空運賃（関西空港―サンフランシスコ）、現地交通費 （空港利用税、燃油サーチャージを含む） 

 ●滞在期間中の食事〔朝食･夕食〕、宿泊費（学生寮） 
  ＊上記に含まれないもの  

 パスポート交付、海外旅行障害保険、日本国内の交通費、昼食代(10日分)、留学先での個人消費（お土産、通信費ほか）等 

<参加費>教材費月2,000円＋短期留学費用95,000円 

短期留学の 

準備学習 

12回 

短期留学 

２週間 

<サンフランシスコ> 

海外留学･ 

進学の 

準備学習 

６回 

 大阪府では、大阪の国際競争力を強化するため、「大阪府国際化戦略」

を策定し、グローバル人材の育成に力を入れております。 

 次世代を担う若い皆さんに、「おおさかグローバル塾」に参加いただき、 

世界で活躍できる人物となっていただくとともに、大阪を幅広く世界に 

アピールしていただくことを期待しています。 

大阪府国際化戦略実行委員会 

(大阪府、財団法人大阪府国際交流財団） 

●お問い合せ先  

全国外国語教育振興協会加盟校 

学校法人山口学園・大阪府認可の専修学校 

産業能率大学・自由が丘産能短期大学 
近畿大学豊岡短期大学・近大姫路大学 併修校 

〒530-0015大阪市北区中崎西2-1-6 

電話：0120-144-968(通話無料)  ※２月１７日開設 

     <受付時間> 祝日を除く平日(月～金) 10：00～18：00 

FAX：06-6311-1440     E-mail：global@ecc.ac.jp 

ホームページ http://hello.ecc.ac.jp/global/  (２月１７日開設) 

ECCでグローバル 

説明会(2/20・26)会場 

大阪府咲洲庁舎 
大阪市住之江区南港北1-14-16 

・地下鉄コスモスクエア駅より徒歩８分 

・ニュートラム トレードセンター前駅よりＡＴＣビル直結 

出願資格確認試験(TOEFL Junior)実施(3/11)会場 

<米国留学コース>選考試験・学習会場(短期留学の準備、海外留学・進学の準備) 
学習は、本アクションプログラムの運営主体として選定された、

ECC国際外語専門学校 にて行います。 

●おおさかグローバル塾 TOEFL Juniorテスト 実施について 
<日時>2012年3月11日(日) 13:30-16:00 （受付開始13:00） 

<会場>新大阪 公文教育会館（KUMON本社ビル ５Ｆ） 
       ※新大阪駅より徒歩5分・ワシントンホテルを目印にお越しください。  

<申込締切>2012年3月７日(水) 24:00まで 
<申込方法> web→https://toefljunior.web489.com/regist/  

  または FAX→03-3234-4872   <合格スコア>750点以上 

「大阪府国際化戦略アクションプログラム」は、大阪府が策定した「大阪府国際化戦略」に基づき、大阪の国際競争力の
強化に向けた具体的な取組みを進めるものです。このアクションプログラムは、ECC国際外語専門学校が運営主体とな

り、財団法人大阪府国際交流財団と大阪府が共同で「グローバル人材の育成」と「外国人の受入環境の整備」事業を重

点的に実施し、教育から就職までをトータルに支援するものです。 

★英語で世界や日本を学び、世界で活躍できるグローバル人材を育てます！ 

★サンフランシスコ短期留学など、海外留学に向けた支援を行います！ 



 
 

★プログラムの概要 
短期留学の準備学習<１２回> 1 クラス 12 名の少人数制 

 

 学習期間 

  

 

  

４月 15 日～７月 15 日の毎日曜日（4/29、5/20、7/1 は休み） 

週１回 3 時間×12 回＝計 36 時間 ※最終日は 2 回分のレッスンを行います。 

午前（9:15～1２:30）又は午後（13:30～16:45） ※休憩 15 分含む 

 

  学習内容 ◆日本や世界（欧米・アジア等）の状況（地理・気候・人口・歴史・文化・衣食住・産業など）◆ディスカッション・

プレゼンテーション研修◆外国人とのコミュニケーションのとり方◆効果的な自己 PR、ホームステイに必要な

英会話◆現地ルール・トラブルシューティング など 

 

  学習会場 学校法人山口学園 ECC 国際外語専門学校〔大阪・梅田〕  

     

米国へ短期留学<2 週間> 米国サンフランシスコに滞在 
 

 留学期間 7 月 22 日(日)～8 月 4 日(土) の 2 週間  

 プログラム 

 

  

   

◆米国のサンフランシスコ州立大学にて大学１年レベルの授業体験およびアカデミック･スキル授業◆ボラン

ティア体験〔シニアセンター・幼稚園･小学校などから２ヶ所選択〕◆米国大手企業見学（シリコンバレー）◆スタ

ンフォード大学見学◆赤十字の応急処置の資格取得◆現地大学の日本人卒業生によるスピーチ 

（プログラム内容は現地の状況などにより変更になる場合があります。） 

 

  宿泊先 サンフランシスコ州立大学学生寮 〔朝食･夕食付〕  

     

海外留学・進学の準備学習<６回> 1 クラス 12 名の少人数制 
 

 学習期間 

  

 

  

9 月 9 日・23 日、10 月 14 日・28 日、11 月 11 日・25 日 

月 2 回 3 時間×6 回＝計 18 時間  

午前（9:15～12:30）又は午後（13:30～16:45） ※休憩 15 分含む 

 

 

 

  学習内容 ◆TOEFL 試験対策◆大学出願方法(入学願書、身上書、志望動機説明書、推薦状、学業成績など) ◆ビザ

取得方法◆標準入学試験情報◆大学・講座選択◆奨学金◆授業の受け方◆ビザ取得等助言◆留学時の

ストレス◆カルチャーショック、ホームシック対処法等の事前学習 

 

  学習会場 学校法人山口学園 ECC 国際外語専門学校〔大阪・梅田〕   
 

<説明会> プログラム内容や選抜方法などが詳しくわかる説明会を開催します。 

２月２０日(月)16:00～18:00 大阪府 咲洲庁舎３０階 会議室 
日時および会場 

２月２６日(日)14:00～16:00 大阪府 咲洲庁舎４４階 大会議室 
※咲洲庁舎（旧 WTC ビル、裏面地図参照） 

<説明会の参加申し込み方法> ※会場の準備の関係上、事前に FAX またはメールでお申込みください。 

●FAX による申し込み(下記に必要事項をご記入のうえ、ＦＡＸにてお申し込みください。)  FAX：06-6311-1440 
●メールによる申し込み(下記の必要項目をメール本文に入力のうえ、メール送信してください。) メール：global@ecc.ac.jp    

･････････････････････････････････････････････････････････････････････ きりとり線 ････････････････････････････････････････････････････････････････ 
<おおさかグローバル塾説明会参加申込書> 学校法人 山口学園 ECC 国際外語専門学校 おおさかグローバル塾 御中  FAX.06‐6311‐1440 

学校名  連絡先 
TEL：               FAX：                   

担当者名：                                

氏 名 教員の場合（所属部署・役職名）／生徒の場合〔現在の学年〕 

参加者①   

参加者②   

参加者③   

質問等 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

★募集および応募に関して 
< 対 象 者 > ２０１２年３月１６日現在、大阪府内の高等学校、高等専門学校または、専修学校高等課程在学中の生徒（今年度卒業見

込みの方および今春、高等学校に進学される方は除きます。なお、大阪府内在住者であれば他府県の高等学校、高等

専門学校または、専修学校高等課程在学中の生徒も対象とします。） 

<募集定員> 48 名 

<応募資格> TOEFL IBT４５、TOEFL PBT(ITP)４５０、TOEFL Junior Test７５０、TOEIC５２０、IELTS4.0、英検２級、 

国連英検 B 級のいずれか以上で高等学校長の推薦が得られる方 

※応募多数のときは、選考により各学校 5 名程度とさせていただく場合があります。 

上記検定試験のいずれもお持ちでない方は、「出願資格確認試験(TOEFL Junior)」を受験してください。(無料) 

スコア 750 以上（英検２級レベル）を得た方を有資格者と判定します。 

（試験日時：３月１１日〔日〕13:00～17：00 詳しくは本誌裏面または、下記ホームページをご覧ください。） 
 

<応募期間> ２０１２年(平成２４年)２月２１日(火)～3 月１６日(金) 

<応募方法> インターネットホームページによる応募となります。 

「学校法人山口学園 ECC 国際外語専門学校おおさかグローバル塾」のホームページにある「応募申込み」ページから

必要事項を入力のうえ、応募してください。 

ホームページアドレス  http://hello.ecc.ac.jp/global/  (２月１７日開設)  

<応募書類> 以下の書類を３月２５日(日)の１次審査当日に選考会場である ECC 国際外語専門学校へ本人が直接持参してください。 

(1)「願書」 

(2)「写真」（願書に貼り付ける） 

(3)「志望動機書」（テーマ：夢の設計図） 

       ※自身の夢を実現のために、米国への進学が必要である理由を８００字以内で記載。 

(4)「出身高等学校学校長の推薦書」 *書式不問 

(5)「資格〔スコアー〕取得証明書のコピー」 

<選抜方法> 下記の選考方法により選抜します。(会場：ECC 国際外語専門学校〔裏面地図またはホームページをご参照ください。〕) 

<１次審査> ３月２５日(日)実施 ※時間は後日お知らせします。 

英語能力試験〔TOEIC 形式：Listening３０分・Reading３０分〕を行い、上位６０名程度を選出します。 

１次審査通過者には３月２７日(火)にメール連絡します。 

不合格者は高等学校及び本人に書面にてお知らせします。 

<２次審査> ４月１日(日)実施 ※時間は後日お知らせいたします。 

グループ面接〔日本語･英語〕を行い、最終合格者 48 名を選出します。 

合格発表は４月３日(火)正午に ECC 国際外語専門学校にて行います。 

（高等学校およびび本人に書面にてお知らせします。） 

   

出願資格確認試験(TOEFL Junior)申込書 願書 志望動機書 はインターネットで入手できます。 

応募に必要な各種書類は、「学校法人山口学園 ECC 国際外語専門学校おおさかグローバル塾」のホームページから入手できます。 

下記アドレスよりダウンロードしてください。 

http://hello.ecc.ac.jp/global/  (２月１７日開設) 

大阪府国際化戦略アクションプログラム  おおさかグローバル塾<米国留学コース> 


