大阪府国際戦略化アクションプログラム

学校活動を利用してグローバル体験を！
◆｢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国際化戦略を踏まえ、大阪の国際競争力の強化に向けた具体的な取り組みを進めるも
のです。 ◆このアクションプログラムは学校法人山口学園(ECC 国際外語専門学校)が運営主体になり、大阪府国際交流財団と大阪府が共同で取り組んでい
る「グローバル人材育成事業」を支援しています。 ◆生徒の皆さんがさらに英語や海外に興味･関心を高め、親しみを持っていただけるように ECC 国際外語専門
学校の施設を活用した「英語で海外旅行疑似体験」と外国人講師とグローバルビジネス経験者による「グローバルビジネス体験」を用意しています。 ◆学校行
事や特別活動、ホームルームの授業を活用して数多くの生徒諸君がグローバル体験プログラムに参加されることを願っています

大阪府国際化戦略実行委員会 × 学校法人山口学園 ＥＣＣ国際外語専門学校
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<お問い合わせ>

(1)英語で海外旅行疑似体験(120 分完結授業・1 クラス定員 40 名※各回最少催行人数：5 名)
(2)グローバルビジネス体験(100 分完結授業･1 クラス定員 40 名※各回最少催行人数：5 名)
2012 年 7 月～2013 年 3 月 ※詳細はウラ面をご欄ください。
（運営上の都合により、実施日時が制約されますことをご了承願います。）
ECC 国際外語専門学校(大阪駅より徒歩 10 分) 〒530-0015 大阪市北区中崎西 2-1-6
および、府内高等学校等の学校や施設へ講師を派遣し実施します。
無料(会場までの交通費は自己負担になります。)
受講者には「グローバル体験修了証書」をお渡しいたします。
(1)グローバル体験のホームページの申込フォームに参加可能な日時を複数選択頂きお申し込み下さい。
(2)日時が重複した場合は、先着順で予約を確定します。日時調整が出来ない場合は、メール又はお電話にて担当
者にお知らせいたします。
(3)実施日時が確定した場合、速やかにメール又はお電話にて担当者にお知らせいたします。
＊準備の都合により、申込みは実施 1 ヶ月前までにお願いいたします。
<web ページアドレス> http://hello.ecc.ac.jp/global/
学校法人山口学園 ECC 国際外語専門学校
E C C でグローバル

E-mail global@ecc.ac.jp TEL:0120-144 - 9 6 8 ※受付時間:祝日を除く平日(月～金)10:00～18:00

学校法人山口学園(ECC 国際外語専門学校・ECC コンピュータ専門学校・ECC アーティスト専門学校)

グローバル体験プログラム
(1)英語で海外旅行模擬体験
< テ ー マ >

大阪府国際戦略化アクションプログラム

※1 回あたりの授業提供時間は 120 分(2 時間)）

海外旅行の疑似体験を、ECC 国際外語専門学校の模擬実習施設（空港チェックインカウンター・航空機内、ホテルフロント、レストラン）を活用し、動作対応させて言葉を使う実践英語体験を行ないます。同時にそれどれの場面における注意ポイントや、日本の慣習
との違いについての情報を学び世界基準のマナーに触れます。｢言葉｣と｢知識｣と｢動作｣が一体となったグローバル体験を通じて実践英語力を身につけます。

<学習目標>

①お客様として、自ら搭乗手続き・機内サービス・ホテルのチェックイン・レストランでの食事注文といった各シーンを英語で行えるようになります。
②学校での英語学習の実践の場として活用でき、また今後の英語学習へのモチベーションアップを図ります。
③海外のマナーに触れ、参加者一人ひとりの国際感覚を高めます。

<担当指導者>

邦人講師(1 名) + ネイティブ講師(1 名)

<催行定員>

１回の実施にあたり催行定員は最大 40 名（2 クラスに分かれて指導します。１クラス当り最大 20 名）
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開催日程・申し込み

e-ticket(搭乗チケット)の提出→荷物の状態の確認→乗り継ぎ

(30 分)

クレジットカードによる支払、チップのルールについて学習します。

便の確認→座席の調整を体験します。海外旅行に出かけるお客
様の立場に立って英語と動作を同時に体感する。あわせて、出入

開

国の手続きについても学びます。

●団体受講(学校単位でとりまとめて申込み)：下記カレンダーの

催 日 程

●個別受講(生徒個人で申込み)：下記カレンダーの

および

の各日程。 ※8 月は個別受講者と合同で受講いただく場合があります。

(8 月)の各日程。 ※団体受講者と合同で受講いただく場合があります。

空港アナウンスの聞き方・搭乗
空港や機内でのアナウンスを聴き取るコツを学習します。
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アナウンスのパターンを学習すると、海外の空港でのアナウンス

の各日程…<午後の部>13:30～16:45 ※途中 15 分の休憩あり 実質 120 分(2 時間)

が ほ ぼ理 解 で き るよう にな りま

(8 月)の各日程…<午前の部>9:15～12:30 および <午後の部>13:30～16:45 ※途中 15 分の休憩あり 実質 120 分(2 時間) ※申込時に受講希望クラスをお知らせください。

す。搭乗口から機内への案内まで
の動きを体感します。

※団体受講(学校単位でとりまとめて申込み)につきましては、上記以外の日程および時間での開催も対応可能な場合もあります。お気軽にお問合せください。
申 し 込 み 方 法
インターネットホームページ：申込みフォームよりお申し込みください。(hello.ecc.ac.jp/global/)

受 講 料
無料 (受講会場の ECC 国際外語専門学校までの交通費は自己負担願います。)

FAX：「学校名」「ご担当者名」「参加希望の体験名」「参加希望日および参加時間」「参加人数」「ご連絡先」を明記のうえ 06-6311-1440(ECC 国際外語専門学校)へ FAX 送付願います。
※夏期休暇期間中に別途クラスを設定する場合があります。その際は、インターネットホームページにてお知らせします。(hello.ecc.ac.jp/global/)

(2)グローバルビジネス体験講座 (1 回あたりの授業提供時間は原則 100 分)
国際センスを育む体験講座を用意いたしました。

A.「グローバルビジネスについて考える」 ディスカッション形式 (邦人講師)
生徒が意識しやすい題材(例:自動車)で、製造・流通・販売にお
ける日本と諸外国との関係性と流れを学び、グローバルビジネ

担当講師：若林

英男

スのしくみを理解します。
外資系企業の社長として海外
で長く活躍された講師による、
ビジネス体験談、おもしろ異文
化体験等、世界の興味深さを
知るともに、現在の世界におけ

<略歴>

る日本の存在意義を実感しま

☆英国 GKN グループ日本法人(現ＧＫＮド
ライブラインジャパン) マネージャー、グラ
ボテック(株)（仏系メーカー日本法人）代
表取締役社長、ノルマ・ジャパン(株) (独
NORMA グループ日本法人) 代表取締役
社長等を歴任

す。同時に日本人の独自性を
大切にすることを理解し世界と
の共生マインドを養います。

★1983 日米ディベート交流プ
ログラム実施（’80 米国大統領
選 TV ディベート解説者 Dr. W.
Scott Nobles 率いる全米学生
チャンピオンディベーターと公開
ディベート実施） ★1983 大阪
２１世紀協会後援フォーラム”
Japan-US Civil Forum”英語討
論会 総合司会 ★2002 北東
アジアフォーラム主催・國弘正雄
教授の英語講演会・英語総合司
会 ★1978-2006 英語討論会
グループ International Forum 司
会・副代表 ★2004 大阪府枚
方市生涯教育プログラム、枚方
フォーラム「英語ディベート入門講
座」講師 ほか多数

B．「メッセージ発信力体験セミナー（日本語版）」 グループワーク形式 (邦人講師)
大阪の「特産物」「観光地」「人柄」「スポーツ」等を題材としてグローバルビジネスに必要な「分析
力」「企画力」「交渉力」身に付けるために、グループワ
ークを通じてセールスポイントの分析・アイディアのま
とめ方・発表の手法を学びます。グループ毎に発表
し、どれだけ相手の心を動かせるかをコンテスト形式
で競います。

C．「メッセージ発信力体験セミナー（英語版）」グループワーク形式(邦人講師＋Native 講師)
上記 B.の内容を英語で発表します。

D．「グローバルビジネス英語体験セミナー」 ケーススタディー形式（日本語と英語）(邦人講師＋Native 講師)
相手に好印象を与えられる英語による自己アピール法と、第一
印象をよく見せる秘訣を習得します。
(1)お互いにファーストネームで呼び合える人間関係を築く
(2)外国人に受ける英語による自己紹介
(3)ビジネスに役立つ英会話：英語による電話対応、メモの取り
方・仕事で使う英文 E メールの打ち方を学びます。海外に友達が
欲しい方にも役に立つプログラムを数多く取り入れます。

開催日程・申し込み
<催行定員>１回の実施にあたり催行定員は最大 40 名（2 クラスに分かれて指導します。１クラス当り最大 20 名） 最少催行人数 5 名
<催行時間> 1 回あたりの授業提供時間は 120 分(2 時間)
<開催日程および実施会場>
●団体受講(各学校へ赴きます)：下記カレンダーの の各日程。原則 13:30～15:45(途中 15 分の休憩あり)
●個別受講(ECC 国際外語専門学校にて実施します)：下記カレンダーの の各日程。原則 13:30～15:45(途中 15 分の休憩あり)

<申し込み方法> インターネットホームページよりお申し込みください。(hello.ecc.ac.jp/global/)
<受講料> 無料 (ECC 国際外語専門学校で受講いただく際の交通費は自己負担願います。)

